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１． 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
(1)連結経営成績 
 経常収益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

28,499 
27,477 

3.7
△2.9

4,549
3,314

37.3
1.8

2,780
1,932

43.9
27.4

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        
株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

経常収益 

経常利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

337.25 
234.10 

337.22
-    

4.8
3.5

0.4 
0.3 

16.0
12.1

(注) ①持分法投資損益       18 年 3 月期      -  百万円 17 年 3 月期    -  百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年 3 月期  8,154,807 株    17 年 3 月期  8,147,070 株   
     ③会計処理の方法の変更   有  
      ④経常収益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
連結自己資本比率
（国内基準） 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

1,164,994 
1,159,028 

58,980
55,680

5.1
4.8

7,174.48 
6,833.27 

9.75
9.60

(注)  ①期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期   8,216,705 株    17 年 3 月期   8,144,836 株 
②平成 18 年 4 月 25 日に新株予約権の行使により、発行済株式総数が 99,150 株増加しております。 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

△12,028 
△19,457 

308
15,890

△950 
△426 

39,103
51,767

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    4 社 持分法適用非連結子会社数  - 社 持分法適用関連会社数  - 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   - 社 (除外)   - 社    持分法 (新規)   - 社 (除外)   - 社 
 
２．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

14,200
28,700

2,630
5,250

1,580
3,150

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  375 円 19 銭（4月 25 日の新株予約権行使分を含んでおります。） 

上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。業績予想については、本資料の発表日現在において入手可
能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の
業績は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 



 
 

株式会社 北日本銀行 

― 2 ― 

 

１．企業集団の状況 
  

当行グループは、当行及び連結子会社４社で構成され、銀行業務を中心にクレジットカード業務、リース業務な

どの金融サービスに係る事業を行っております。 

当行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

〔銀行業務〕 

 当行の本店ほか支店 80 か店、出張所 2 か所においては、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証

券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務等を行っております。また、連結子会社きたぎ

んビジネスサービス株式会社においては、銀行事務代行業務、労働者派遣業務等の主に銀行の従属業務を営んでお

ります。 

〔その他業務〕 

連結子会社きたぎんコンピュータサービス株式会社、きたぎんユーシー株式会社、きたぎんリース株式会社にお

いては、計算受託業務、コンピュータソフトウェアの開発・販売業務、クレジットカード業務、信用保証業務、リ

ース業務、ファイナンス業務等を営んでおります。 

  

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

      

 ・本店ほか支店 80、出張所 2 

     ・連結子会社 

       きたぎんビジネスサービス株式会社 

       （銀行事務代行業務、労働者派遣業務等） 

      

 

      

      

          

     ・連結子会社 

きたぎんコンピュータサービス株式会社 

       （計算受託業務、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｴｱの開発・販売業務） 

       きたぎんユーシー株式会社 

       （クレジットカード業務、信用保証業務） 

       きたぎんリース株式会社 

       （リース業務、ファイナンス業務） 

 

 

北
日
本
銀
行 

銀行業務 

その他業務 
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２．経営方針 
 
（1）経営の基本方針 

当行は、岩手県を中心に八戸から仙台をコア事業基盤とし、個人・中小企業に対して、「地域密着」「健全経営」

「人間尊重」の経営理念のもと、健全経営を堅持しながら、地域に密着したお客様本位で付加価値の高い金融サ

ービスを提供してまいります。 

株主の皆様に対しましては、お客様へのサービスに対する対価としての収益拡大と業務の効率化によるローコ

スト体質化により、持続的な利益拡大を図ることによって株主価値の極大化を目指し、ご期待にお応えしていき

たいと考えております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、銀行業として経営の健全性確保の観点から、内部留保の充実を図るとともに株主の

皆様への安定的な配当を継続することを基本方針としております。 

なお、当行における当期の配当につきましては、従前と同様 1株につき 50 円（うち中間配当 25 円）とさせてい

ただく予定であります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当行は、個人投資家等の投資家層拡大による株式の流動性向上及び株主数の増加を経営の重要課題の一つと認

識しております。 

投資単位の引下げ等の諸施策につきましては、投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整えるため、今

後の株式市場動向や当行の株価水準等を勘案し、適宜検討してまいります。 

 

（4）目標とする経営指標 

当行は、平成 17 年度から 3 年間の新中期経営計画の最終年度である平成 19 年度の目標を以下のとおりとして

おります。 

・コア業務粗利益       223 億円以上 

・コア業務純益       80 億円以上 

・当期純利益        38 億円以上 

・ROE(当期純利益)       6％以上 

・OHR            65％未満 

・自己資本比率        10％台後半 

（うち Tier1 比率        9％台） 

・不良債権比率        5％程度 

 

（5）中長期的な経営戦略 

平成 17 年度より 19 年度までの 3 年間の中期経営計画では、「営業力の強化」を最重要課題と位置づけ、その実

現のための戦略を展開してまいります。具体的には、支店長や渉外担当者の付加価値営業の展開による「中小企

業取引の強化」、店頭営業力の強化による預かり資産残高の増加を中心とした「役務収益の増強」、これまで蓄積

してきた販売スキルや商品開発力を活かした「個人ローンの増強」を大きな柱として取り組んでまいります。 
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（6）対処すべき課題 

平成 17 年度から新しい中期経営計画と地域密着型金融推進計画をスタートさせました。3 年間の中期経営計画

では意識と行動の改革による営業力の強化をテーマに掲げ役職員一体となりお客様本位の営業を進めてまいりま

す。地域密着型金融の原点もお客様本位の経営を行うことであり、諸施策を実施することにより中期経営計画及

び地域密着型金融推進計画に掲げた数値目標の達成を目指してまいります。また、各種リスク管理及びコンプラ

イアンス態勢の充実に真摯に取組み、地域社会の発展に寄与するという地域金融機関本来の使命に徹した経営を

すすめてゆく所存でございます。 

 

（7）親会社等に関する事項 

当行は、親会社等に該当するものはございません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 
（1）経営成績 

(ｱ)当連結会計年度の概況 

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善が着実に進み、設備投資も製造業を中心に底堅く推移するとと

もに、鉱工業生産も内外需の増加から持ち直すなど、改善状況が次第に広がりました。企業倒産件数も低水準とな

り、所得環境の改善の動きにつれ個人消費も緩やかに増加し、地価も３大都市圏の商業地が下落から上昇へ反転す

る動きもみられ、国内経済全体としては景気回復の基調が続きました。しかし、公共投資が引き続き大幅な減少傾

向をたどる中、原油の高騰などの影響もあり、業種間・地域間の格差が拡大し、二極化傾向の伸展もみられました。 

金融情勢は、株価が国内景気の回復期待の高まりから上昇し、日経平均株価は平成 12 年 9 月以来となる 1 万 7

千円台に達しました。金利は、3月に日銀の量的緩和の解除を受け上昇基調への動きとなりました。 

岩手県内経済は、自動車関連等が増産に転ずるなど一部で持ち直しの動きもみられましたが、財政緊縮を反映し

て公共投資が大きく落ち込み、住宅建設も分譲マンション以外は弱含みで推移しました。個人消費も昨年末の寒波

到来で防寒衣料や暖房器具が伸びたほかは総じて低調に推移しました。一方、農業は概ね天候に恵まれ、水稲の作

柄は平年並みを維持しましたが、野菜は収穫量が増加したものの安価な輸入野菜の流入等により出荷額は減少しま

した。漁業についても、サケ、マス漁は順調で水揚額も増加しましたが、サンマは豊漁となったため水揚額では前

年を大きく下回りました。このように岩手県内景気は一部には改善の動きが現れ明るい兆しもみられましたが、総

体としては景気回復への足取りは弱く横ばいの状況が続きました。 

このような経済情勢のもと、当行グループは、役職員一致協力して地域に密着した営業活動を推進した結果、次

のような営業成績を収めることができました。 

預金は個人預金を中心に増強し、前連結会計年度末比 31 億円増加して当連結会計年度末残高は１兆 715 億円と

なりました。また、貸出金は住宅ローンを中心として個人ローンを継続的に推進するとともに、事業性貸出金の増

強にも取り組み、前連結会計年度末比 279 億円増加して当連結会計年度末残高は 7,727 億円となりました。 

損益面では、営業力の強化や資産の効率的な運用及び諸経費の削減に取り組むとともに、資産内容の一層の健全

化を図った結果、経常利益が前連結会計年度比 12 億円増加して 45 億円、当期純利益は前連結会計年度比 8億円増

加して 27 億円となりました。また、銀行の健全性を示す代表的指標である連結自己資本比率については前連結会

計年度末比 0.15 %上昇して 9.75 ％と、依然高い水準を確保いたしました 

事業の種類別セグメントの業績については、銀行業務での経常収益が前連結会計年度比 1,127 百万円増加して

25,719 百万円、経常利益が前連結会計年度比 1,181 百万円増加して 4,255 百万円となり、その他業務では経常収

益が前連結会計年度比 52 百万円減少して 3,371 百万円、経常利益が前連結会計年度比 64 百万円増加して 293 百万

円となりました。 

 

 (ｲ)次年度の見通し 

地域経済の一部に景気改善の動きがみられるものの、総体としては景気回復への足取りは弱く横ばいの状況が続

くものと予想されますが、中期経営計画の最重要課題である「営業力の強化」への取り組みにより、貸出金の増

強による金利収入の増加や預かり資産の増強による手数料収入の増加を図り、連結では、経常収益28,700百万円、

経常利益 5,250 百万円、当期純利益 3,150 百万円、単体では、経常収益 25,900 百万円、経常利益 5,000 百万円、

当期純利益 3,000 百万円 ( コア業務純益 7,600 百万円、業務純益 7,600 百万円 )を見込んでおります。 
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（2）財政状態 

(ｱ)主要勘定 

①預 金 

公金・一般法人預金が減少したものの、取引基盤の強化と資金の効率化を徹底するため個人預金の増強に努めた

結果、前連結会計年度末比 31 億円（0.3％）増加して当連結会計年度末残高は 1兆 715 億円となりました。  

②貸出金 

地域経済の景気回復への足取りが弱く横ばいの状況の中で、住宅ローンを中心として個人ローンを継続的に推進

すると共に、事業性貸出金の増強にも取り組み、前連結会計年度末比 279 億円（3.7％）増加して当連結会計年度

末残高は 7,727 億円となりました。 

③有価証券 

国債及び社債を中心に安定収益確保に努めるとともに、市場の金利動向に留意しながら慎重な資金運用を図りま

した結果、前連結会計年度末比 3億円(0.1％)減少して当連結会計年度末残高は 2,324 億円となりました。 

 

(ｲ)キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加したもののコールローンが減少したことなどにより前連結

会計年度比 74 億円増加し△120 億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却によ

る収入が減少したことなどにより前連結会計年度比 155 億円減少し 3 億円となりました。財務活動によるキャッシ

ュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出などにより△9億円となり、前連結会計年度比 5億円減少とな

りました。その結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比 126 億円減少して 391 億円となりました。 

なお、株主資本比率および時価ベースの株主資本比率のトレンドは以下のとおりであります。 

 14 年 3 月期 15 年 3月期 16 年 3月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

株主資本比率（％） 4.4 4.3 4.6 4.8 5.1

時価ベースの株主資本比率（％） 3.5 3.2 3.5 3.9 4.7

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  



 
 

株式会社 北日本銀行 

― 7 ― 

 

（3）事業等のリスク 

当行グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のもの

があります。 

なお、記載事項のうち将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本資料作成日現在において判断し

たものです。 

 

(ｱ)流動性リスク 

根拠のないうわさや根も葉もないデマ等により、預金流出が発生した金融機関の例は少なくありません。また、

インターネットの掲示板へ誹謗・中傷する内容の書き込みをされ企業イメージを損なうなど、看過できない例も

散見されます。風評の内容・影響度によっては、当行の企業イメージを損なうだけでなく、大量の預金流出や信

用の失墜など、当行の経営基盤を揺るがしかねない悪影響を及ぼす恐れがあります。 

(ｲ)市場リスク 

当行では、資金運用を目的に国債や社債、株式等有価証券を保有しております。そのため、金利の上昇や株価

下落は保有有価証券の減損または評価損を発生させ、当行の業績に悪影響を及ぼすとともに、自己資本比率の低

下を招く恐れがあります。 

(ｳ)信用リスク 

公共投資の減少傾向や雇用情勢低迷の継続、住宅着工数の低調さ等を勘案しますと、地域経済の見通しはまだ

まだ不透明なままといえます。そのため、今後の景気動向、不動産価格の変動、当行の融資先の経営状況等によ

っては、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあります。その結果、業績に悪影響を及ぼし、財

務内容を弱くし、自己資本の減少につながる可能性があります。 

(ｴ)事務リスク 

現在の銀行業務はコンピューター・システムなしには成り立たないほど依存度が高まっております。そのため

事務管理上のミス、システムのプログラムミス等によるシステムダウンが業務へ及ぼす影響は、以前と比較して

格段に大きなものとなっております。特にお客様のご利用頻度が高いＡＴＭの障害や口座振替の事務処理遅延等

の発生は、その後の対処法を誤ると、当行の信用を失墜させる恐れがあります。 

(ｵ)競争リスク 

長引く地域経済の低迷による資金需要の低下や、規制緩和に伴う他業種参入などにより、競争が激化してきて

おります。当行では、競争力・収益力向上をはかるため、お客様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えす

るため、様々なビジネス戦略を実施しております。このような中、当行が競争優位を得られない場合、期待通り

の収益をもたらさず、当行の事業・業績及び財政状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。 
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  連結財務諸表等 

  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)   

現金預け金  54,973 4.74 41,737 3.58 △13,236

コールローン及び買入手形  77,061 6.65 66,217 5.69 △10,844

買入金銭債権  200 0.02 2,669 0.23 2,469

商品有価証券  ― ― 1 0.00 1

金銭の信託  2,606 0.23 2,606 0.22 0

有価証券 ※６ 232,844 20.09 232,482 19.96 △362

貸出金 
※1,2, 

 3,4 

 5,7 
744,801 64.26 772,779 66.33 27,978

外国為替 ※５ 397 0.03 243 0.02 △154

その他資産  10,958 0.95 11,403 0.98 445

動産不動産 
※6,8 

9,10 
20,969 1.81 20,075 1.72 △894

繰延税金資産  12,544 1.08 10,263 0.88 △2,281

支払承諾見返  15,792 1.36 16,448 1.41 656

貸倒引当金  △14,120 △1.22 △11,935 △1.02 2,185

資産の部合計  1,159,028 100.00 1,164,994 100.00 5,966

(負債の部)   

預金 ※６ 1,068,463 92.19 1,071,595 91.98 3,132

コールマネー及び売渡手形 ※６ 3,000 0.26 3,000 0.26 0

借用金 ※11 5,017 0.43 828 0.07 △4,189

外国為替  0 0.00 2 0.00 2

社債 ※12 ― ― 3,000 0.26 3,000

その他負債  3,713 0.32 3,950 0.34 237

賞与引当金  438 0.04 447 0.04 9

退職給付引当金  3,213 0.28 3,055 0.26 △158

再評価に係る繰延税金負債 ※８ 3,707 0.32 3,684 0.32 △23

支払承諾  15,792 1.36 16,448 1.41 656

負債の部合計  1,103,347 95.20 1,106,013 94.94 2,666

(資本の部)   

資本金  6,146 0.53 6,384 0.55 238

資本剰余金  3,375 0.29 3,613 0.31 238

利益剰余金  37,103 3.20 39,484 3.39 2,381

土地再評価差額金 ※８ 5,469 0.47 5,435 0.47 △34

その他有価証券評価差額金  3,793 0.33 4,288 0.36 495

自己株式 ※13 △207 △0.02 △226 △0.02 △19

資本の部合計  55,680 4.80 58,980 5.06 3,300

負債及び資本の部合計  1,159,028 100.00 1,164,994 100.00 5,966

   
 



 
 

株式会社 北日本銀行 
 

― 9― 

② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

経常収益  27,477 100.00 28,499 100.00 1,022

資金運用収益  21,258 21,269  11

貸出金利息  18,558 18,571  13

有価証券利息配当金  2,681 2,645  △36

コールローン利息及び買入
手形利息 

 3 7  4

預け金利息  0 0  0

その他の受入利息  14 45  31

役務取引等収益  2,772 2,955  183

その他業務収益  2,806 3,361  555

その他経常収益  639 913  274

経常費用  24,162 87.94 23,950 84.04 △212

資金調達費用  686 532  △154

預金利息  534 417  △117

コールマネー利息及び売渡
手形利息 

 0 0  0

借用金利息  147 72  △75

社債利息  ― 26  26

その他の支払利息  4 15  11

役務取引等費用  1,794 1,938  144

その他業務費用  2,599 3,069  470

営業経費  14,639 14,317  △322

その他経常費用  4,442 4,092  △350

貸倒引当金繰入額  253 913  660

その他の経常費用 ※1 4,189 3,178  △1,011

経常利益  3,314 12.06 4,549 15.96 1,235

特別利益  652 2.37 691 2.42 39

動産不動産処分益  19 ―  △19

償却債権取立益  633 691  58

特別損失  577 2.09 345 1.21 △232

動産不動産処分損  171 68  △103

減損損失 ※2 ― 277  277

その他の特別損失 ※3 405 ―  △405

税金等調整前当期純利益  3,390 12.34 4,895 17.17 1,505

法人税、住民税及び事業税  106 0.39 193 0.68 87

法人税等調整額  1,352 4.92 1,922 6.74 570

当期純利益  1,932 7.03 2,780 9.75 848
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

資本剰余金期首残高  3,375 3,375 0

資本剰余金増加高  0 237 237

新株予約権の行使による 
新株の発行 

 ― 237 237

自己株式処分差益  0 ― 0

資本剰余金期末残高  3,375 3,613 238

(利益剰余金の部)   

利益剰余金期首残高  35,510 37,103 1,593

利益剰余金増加高  2,020 2,813 793

当期純利益  1,932 2,780 848

土地再評価差額金取崩額  88 33 △55

利益剰余金減少高  427 432 5

 配当金  407 407 0

役員賞与  20 25 5

利益剰余金期末残高  37,103 39,484 2,381
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  3,390  4,895 1,505

減価償却費  953  936 △17

減損損失  ―  277 277

貸倒引当金の増加額  △3,885  △2,185 1,700

賞与引当金の増加額  △3  8 11

退職給付引当金の増加額  26  △157 △183

資金運用収益  △21,258  △21,269 △11

資金調達費用  686  532 △154

有価証券関係損益(△)  193  177 △16

為替差損益(△)  △2  △5 △3

動産不動産処分損益(△)  186  68 △118

貸出金の純増(△)減  △9,757  △27,977 △18,220

預金の純増減(△)  304  3,132 2,828

借用金(劣後特約付借入金を除く)の
純増減(△) 

 △1,087  △188 899

預け金(日銀預け金を除く)の純増
(△)減 

 △1,748  570 2,318

コールローン等の純増(△)減  △7,155  8,373 15,528

コールマネー等の純増減(△)  △1,000  ― 1,000

外国為替(資産)の純増(△)減  279  154 △125

外国為替(負債)の純増減(△)  △1  2 3

資金運用による収入  21,394  21,350 △44

資金調達による支出  △874  △307 567

その他  142  △213 △355

小計  △19,217  △11,826 7,391

法人税等の支払額(△)又は還付額  △240  △202 38

営業活動によるキャッシュ・フロー  △19,457  △12,028 7,429

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  △64,909  △62,561 2,348

有価証券の売却による収入  48,860  17,797 △31,063

有価証券の償還による収入  32,725  45,470 12,745

動産不動産の取得による支出  △938  △406 532

動産不動産の売却による収入  151  7 △144

投資活動によるキャッシュ・フロー  15,890  308 △15,582

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

劣後特約付借入金の返済による支出  ―  △4,000 △4,000

劣後特約付社債の発行による収入  ―  3,000 3,000

新株予約権の行使による収入  ―  475 475

配当金支払額  △407  △407 0

自己株式の取得による支出  △21  △18 3

自己株式の売却による収入  2  ― △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △426  △950 △524

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2  5  3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △3,991  △12,664 △8,673

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  55,758  51,767 △3,991

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  51,767  39,103 △12,664
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 ４社 

きたぎんビジネスサービス株式会社

きたぎんユーシー株式会社 

きたぎんリース株式会社 

きたぎんコンピュータサービス株式

会社 

(2) 非連結子会社 

なし 

(1) 連結子会社  ４社 

きたぎんビジネスサービス株式会社

きたぎんユーシー株式会社 

きたぎんリース株式会社 

きたぎんコンピュータサービス株式

会社 

 (2) 非連結子会社 

なし 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

なし 

(2) 持分法適用の関連会社 

なし 

(3) 持分法非適用の非連結子会社 

なし 

(4) 持分法非適用の関連会社 

なし 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

なし 

(2) 持分法適用の関連会社 

なし 

(3) 持分法非適用の非連結子会社 

なし 

(4) 持分法非適用の関連会社 

なし 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

３月末日   ４社 

連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

３月末日   ４社 

４ 会計処理基準に関する事

項 

―――― (1) 商品有価証券の評価基準及び評価

方法 

商品有価証券の評価は、時価法

(売却原価は主として移動平均法に

より算定)により行っております。 

 (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価は、満期保有目

的の債券については移動平均法によ

る償却原価法(定額法)、その他有価

証券のうち時価のあるものについて

は、連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(売却原価は主として移動

平均法により算定)、時価のないも

のについては、移動平均法による原

価法又は償却原価法により行ってお

ります。 

なお、その他有価証券の評価差額

については、全部資本直入法により

処理しております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)      同    左 

 (ロ)有価証券運用を主目的とする単

独運用の金銭の信託において信託財

産として運用されている有価証券の

評価は、時価法により行っておりま

す。 

(ロ)       同    左 

 (3) デリバティブ取引の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価

法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び

評価方法 

同  左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 減価償却の方法 

①動産不動産 

当行の動産不動産は、定額法(車

両運搬具については定率法)を採用

しております。 

(4) 減価償却の方法 

①動産不動産 

同  左 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物：12年～32年 

動産：５年～20年 

連結子会社の動産不動産について

は、法定耐用年数に基づき主として

定率法により償却しております。 

  

②ソフトウェア 

自社利用のソフトウェアについて

は、当行及び連結子会社で定める利

用可能期間(主として５年)に基づく

定額法により償却しております。 

②ソフトウェア 

同  左 

 (5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めて

いる償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査

定に係る内部統制の検証並びに貸倒

償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」(日本公認会計士協会銀

行等監査特別委員会報告第４号)に

規定する正常先債権及び要注意先債

権に相当する債権については、一定

の種類毎に区分した上で当該区分毎

に貸倒実績率等に基づき発生が見込

まれる損失率を求め、これに将来見

込等必要な修正を加えて引き当てて

おります。破綻懸念先債権に相当す

る債権については、債権額から担保

及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額につき、過去の一定

期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率等に基づき引き当ててお

ります。破綻先債権及び実質破綻先

債権に相当する債権については、債

権額から、担保、保証による回収可

能見込額及び直接減額した下記取立

不能見込額を控除した残額を引き当

てております。 

すべての債権は、資産の自己査定

基準に基づき、営業関連部署の協力

の下に資産査定部署が資産査定を実

施しており、その査定結果により上

記の引当を行っております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めて

いる償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査

定に係る内部統制の検証並びに貸倒

償却及び貸倒引当金の監査に関する

実務指針」(日本公認会計士協会銀

行等監査特別委員会報告第４号)に

規定する正常先債権及び要注意先債

権に相当する債権については、一定

の種類毎に区分した上で当該区分毎

に貸倒実績率等に基づき発生が見込

まれる損失率を求め、これに将来見

込等必要な修正を加えて引き当てて

おります。破綻懸念先債権に相当す

る債権については、債権額から担保

及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額につき、過去の一定

期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率等に基づき引き当ててお

ります。破綻先債権及び実質破綻先

債権に相当する債権については、債

権額から、担保、保証による回収可

能見込額及び直接減額した下記取立

不能見込額を控除した残額を引き当

てております。 

すべての債権は、資産の自己査定

基準に基づき、営業関連部署の協力

の下に資産査定部署が資産査定を実

施しており、その査定結果により上

記の引当を行っております。 

 



  
 

株式会社 北日本銀行 
 

― 14 ― 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

なお、破綻先及び実質破綻先に対

する担保、保証付債権については債

権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金

額は20,509百万円であります。 

連結子会社の貸倒引当金は、一般

債権については過去の貸倒実績率等

を勘案して必要と認めた額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額をそれぞれ引当てておりま

す。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対

する担保、保証付債権については債

権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金

額は17,668百万円であります。 

連結子会社の貸倒引当金は、一般

債権については過去の貸倒実績率等

を勘案して必要と認めた額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額をそれぞれ引当てておりま

す。 

 

(6) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当連結

会計年度に帰属する額を計上してお

ります。 

(6) 賞与引当金の計上基準 

同  左 

 (7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上

しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法に

より損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理 

なお、会計基準変更時差異につい

ては、５年による按分額を費用処理

しております。 

(7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上

しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法に

より損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （追加情報） 

当行にて平成16年4月1日付で確定

給付企業年金基金制度へ移行し、こ

れにより過去勤務債務（退職給付債

務の減少）が1,723百万円発生して

おります。また、移行に伴い、基礎

率の再計算を行った結果、平均残存

勤務期間が短縮されたため、当連結

会計年度から数理計算上の差異償却

期間を15年より10年に変更いたしま

した。 

この結果、従来の方法に比較し

て、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ100百万円減少し

ております。 

 

 

 (8) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主と

して連結決算日の為替相場による円

換算額を付しております。 

(8) 外貨建資産・負債の換算基準 

同  左 

 (9) リース取引の処理方法 

当行及び連結子会社のリース物件

の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取

引に準じた会計処理によっておりま

す。 

(9) リース取引の処理方法 

同  左 

 (10)重要なヘッジ会計の方法 

（イ）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる

金利リスクに対するヘッジ会計の方

法は、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第24号。以下

「業種別監査委員会報告第24号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによ

っております。なお、当連結会計年

度末までに取引の実績はございませ

ん。 

(10)重要なヘッジ会計の方法 

（イ）金利リスク・ヘッジ 

同  左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から

生じる為替変動リスクに対するヘッ

ジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会

計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告

第25号。以下「業種別監査委員会報

告第25号」という。）に規定する繰

延ヘッジによっております。ヘッジ

有効性評価の方法については、外貨

建金銭債権債務等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う為替スワップ

取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対

象である外貨建金銭債権債務等に見

合うヘッジ手段の外貨ポジション相

当額が存在することを確認すること

によりヘッジの有効性を評価してお

ります。 

なお、一部の資産については、金

利スワップの特例処理を行っており

ます。  

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

同  左 

 (11)消費税等の会計処理 

当行及び連結子会社の消費税及び

地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(11)消費税等の会計処理 

同  左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同  左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、発

生年度に全額償却しております。 

同  左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計期間

において確定した利益処分に基づいて

作成しております。 

同  左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲は、連結貸借対照表上

の「現金預け金」のうち現金及び日本

銀行への預け金であります。 

同  左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号平成15年10月31日）を当連結

会計年度から適用しております。これにより、税

金等調整前当期純利益は277百万円減少しておりま

す。 

なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累

計額を直接控除により表示しているため、減損損

失累計額につきましては、各資産の金額から直接

控除しております。 

 

 

追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年３月

法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後開始する連結会計年度より法人事業税に係

る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金

額」に変更されることになりました。これに伴い、当行

は、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準

委員会実務対応報告第12号）に基づき、「付加価値額」

及び「資本等の金額」に基づき算定された法人事業税に

ついて、当連結会計年度から連結損益計算書中の「営業

経費」に含めて表示しております。 

―――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 貸出金のうち、破綻先債権額は2,950百万円、延

滞債権額は32,064百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。)のうち法人税法施行令(昭和40年政令

第97号)第96条第１項第３号のイからホまでに掲げ

る事由又は同項第４号に規定する事由が生じている

貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

以外の貸出金であります。 

※１ 貸出金のうち、破綻先債権額は2,021百万円、延

滞債権額は31,758百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。)のうち法人税法施行令(昭和40年政令

第97号)第96条第１項第３号のイからホまでに掲げ

る事由又は同項第４号に規定する事由が生じている

貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

以外の貸出金であります。 

※２ 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は379百万

円であります。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

※２ 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は471百万

円であります。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

※３  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は16,280百万

円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

※３  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,638百万

円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

※４ 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸出条件緩和債権額の合計額は51,674百万円

であります。 

なお、上記１から４に掲げた債権額は、貸倒引当

金控除前の金額であります。 

※４ 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸出条件緩和債権額の合計額は48,890百万円

であります。 

なお、上記１から４に掲げた債権額は、貸倒引当

金控除前の金額であります。 

※５ 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準

適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づ

き金融取引として処理しております。これにより受

け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は

（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有

しておりますが、その額面金額は、10,424百万円で

あります。 

※５ 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準

適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づ

き金融取引として処理しております。これにより受

け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は

（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有

しておりますが、その額面金額は、8,625百万円で

あります。 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※６ 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産 

有価証券 31,030百万円

担保資産に対応する債務 

預金 3,887百万円

売渡手形 3,000百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有

価証券58,013百万円を差し入れております。 

なお、動産不動産のうち保証金権利金は172百万

円であります。 

※７ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、46,433百万円であります。このうち原契約

期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取

消可能なものが46,433百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに

終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保

全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連

結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付け

られております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手続に

基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の

見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

※６ 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産 

有価証券 15,816百万円

担保資産に対応する債務 

預金 4,010百万円

売渡手形 3,000百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有

価証券60,490百万円を差し入れております。 

なお、動産不動産のうち保証金権利金は167百万

円であります。 

※７ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、47,278百万円であります。このうち原契約

期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取

消可能なものが47,278百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに

終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保

全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連

結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付け

られております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手続に

基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の

見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※８ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、当行の事業用土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 

平成12年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める当

該事業用土地について地方税法(昭和25年法律第

226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第

11号の土地補充課税台帳に登録されている価格、

及び第４号に定める当該事業用土地について地価

税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価

税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官が定めて公表した方法に

より算定した価額に(奥行価格補正、時点修正、

近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行っ

て算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当連結会計年度末における時価の合計額と当

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との

差額 

4,804百万円 

※８ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、当行の事業用土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 

平成12年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める当

該事業用土地について地方税法(昭和25年法律第

226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第

11号の土地補充課税台帳に登録されている価格、

及び第４号に定める当該事業用土地について地価

税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価

税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官が定めて公表した方法に

より算定した価額に(奥行価格補正、時点修正、

近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行っ

て算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当連結会計年度末における時価の合計額と当

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との

差額 

5,312百万円 

※９ 動産不動産の減価償却累計額11,241百万円 ※９ 動産不動産の減価償却累計額11,511百万円 

―――― ※10 動産不動産の圧縮記帳額   3,474百万円 

   （当連結会計年度圧縮記帳額 －百万円） 

※11 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位

である旨の特約が付された劣後特約付借入金4,000

百万円が含まれております。 

―――― 

―――― ※12 社債は、劣後特約付社債3,000百万円でありま

す。 

※13 連結会社が保有する当行の株式の数 

普通株式 45千株
 

※13 連結会社が保有する当行の株式の数 

普通株式 48千株
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ その他の経常費用には、貸出金償却3,687百万円

を含んでおります 

※１ その他の経常費用には、貸出金償却2,632百万円

を含んでおります 

―――― ※２ 営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低

下及び継続的な地価の下落等により、以下の資産

グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額277百万円を減損損失として特別

損失に計上しております。    

区分

 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円)

稼動

資産

岩手県内 営業店舗 

10か所

土地及び

建物 

79 

   (うち土地54)

(うち建物25)

稼動

資産

岩手県外 営業店舗 

3か所

土地及び

建物 

184 

   (うち土地179)

(うち建物  5)

遊休

資産

岩手県外 遊休資産 

2か所

土地 13  

合計    277  

   (うち土地247)

(うち建物 30)

営業用店舗については、管理会計上の最小区分

である営業店単位（ただし、連携して営業を行っ

ている営業店グループは当該グループ単位）でグ

ルーピングを行っており、本店、事務センター、

社宅・寮等については、複数の資産又は資産グル

ープの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する

資産であるため共用資産としております。また、

連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピン

グを行っております。 

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、原則として不動産鑑定

評価額から処分費用見込額を控除して算定してお

ります。なお、重要性の乏しい不動産については

路線価等を合理的に調整した価額に基づき算定し

ております。 

※３ その他の特別損失は、退職給付会計導入に伴う会

計基準変更時差異の費用処理額337百万円及び自己

査定による所有不動産の評価損67百万円でありま

す。 

―――― 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

平成17年３月31日現在 

現金預け金勘定 54,973百万円

預け金(日銀預け金を除く) △3,205百万円

現金及び現金同等物 51,767百万円
 

   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

平成18年３月31日現在 

現金預け金勘定 41,737百万円

預け金(日銀預け金を除く) △2,634百万円

現金及び現金同等物 39,103百万円
 



  
 

株式会社 北日本銀行 
 

― 23 ― 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

 

 
銀行業務 
(百万円) 

その他業務 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 経常収益  

(1) 外部顧客に 
対する経常収益 

24,496 2,980 27,477 ― 27,477

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

96 442 538 (538) ―

計 24,592 3,423 28,015 (538) 27,477

経常費用 21,517 3,193 24,711 (549) 24,162

経常利益 3,074 229 3,304 10 3,314

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 1,157,381 8,013 1,165,394 (6,366) 1,159,028

減価償却費 944 9 953 ― 953

資本的支出 934 3 938 ― 938

 

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 

 
銀行業務 
(百万円) 

その他業務 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 経常収益  

(1) 外部顧客に 
対する経常収益 

25,613 2,886 28,499 ― 28,499

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

106 484 590 (590) ―

計 25,719 3,371 29,090 (590) 28,499

経常費用 21,464 3,077 24,541 (591) 23,950

経常利益 4,255 293 4,549 0 4,549

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 1,163,220 8,214 1,171,435 (6,441) 1,164,994

減価償却費 932 3 936 ― 936

減損損失 277 ― 277 ― 277

資本的支出 403 2 406 ― 406

(注) １ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

２ 業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、「その他業務」はクレジットカー

ド業務等であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が

100％であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
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３．国際業務経常収益 

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しており

ます。 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（関連当事者との取引） 

Ⅰ 前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 

 

Ⅱ 当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 繰延税金資産 

  貸倒引当金 4,090百万円

  貸出金償却 6,601百万円

  退職給付引当金 1,283百万円

  減価償却 907百万円

  税務上の繰越欠損金 1,967百万円

  その他 616百万円

 繰延税金資産小計 15,465百万円

 評価性引当額 △155百万円

 繰延税金資産合計 15,310百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △2,571百万円

  固定資産圧縮積立金 △194百万円

 繰延税金負債合計 △2,765百万円

  繰延税金資産の純額 12,544百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 繰延税金資産 

  貸倒引当金 3,418百万円

  貸出金償却 5,651百万円

  退職給付引当金 1,233百万円

  減価償却 909百万円

  税務上の繰越欠損金 1,649百万円

  その他 738百万円

 繰延税金資産小計 13,600百万円

 評価性引当額 △238百万円

 繰延税金資産合計 13,362百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △2,906百万円

  固定資産圧縮積立金 △192百万円

 繰延税金負債合計 △3,099百万円

  繰延税金資産の純額 10,263百万円
  

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.7％

 住民税均等割 0.8％

 評価性引当額の増減 1.0％

 その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0％
 

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8％

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.7％

 住民税均等割 0.6％

 評価性引当額の増減 1.7％

 その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2％
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(有価証券関係) 

※１ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。 

※２ 「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」については、財務諸表における注記

事項として記載しております。 

Ⅰ 前連結会計年度 

１ 売買目的有価証券(平成17年３月31日現在) 

該当ありません。 

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在) 

 

 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

国債 33 33 0 0 ―

地方債 6,712 6,787 75 131 55

社債 16,172 16,100 △71 26 97

合計 22,917 22,921 4 157 153

(注) １ 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在) 

 

 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 6,951 10,436 3,485 3,757 272

債券 167,488 170,851 3,362 3,368 6

国債 122,244 124,607 2,362 2,363 0

地方債 3,514 3,570 56 56 ―

社債 41,729 42,672 943 948 5

その他 27,570 27,088 △482 977 1,460

合計 202,010 208,375 6,364 8,104 1,739

(注) １ 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したもので

あります。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
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４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31

日) 

 

 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

その他有価証券 48,803 222 304

 

５ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日現在) 

 

 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 ―

その他有価証券 

非上場債券 799

非上場株式（店頭売買株式を除く） 751

 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額(平成17年３月31

日現在) 

 

 １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

債券 41,084 102,588 28,948 21,947

国債 26,293 66,050 11,344 20,953

地方債 1,068 6,548 2,665 ―

社債 13,721 29,989 14,939 994

その他 1,904 7,185 2,910 5,998

合計 42,988 109,773 31,858 27,946
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Ⅱ 当連結会計年度 

１ 売買目的有価証券(平成18年３月31日現在) 

 連結貸借対照表計上額(百万円) 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

(百万円) 

売買目的有価証券 1 △0

 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 

 

 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

国債 991 962 △29 ― 29

地方債 12,805 12,507 △297 41 338

社債 12,505 12,270 △235 1 236

合計 26,303 25,741 △562 42 605

(注) １ 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 

 

 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 7,686 16,582 8,896 8,996 100

債券 163,085 161,261 △1,824 1,004 2,829

国債 118,369 116,804 △1,564 756 2,320

地方債 4,004 3,970 △34 4 38

社債 40,712 40,486 △226 244 470

その他 26,416 26,541 124 939 815

合計 197,188 204,384 7,195 10,940 3,744

(注) １ 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したもの

であります。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
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４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31

日) 

 

 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

その他有価証券 17,956 817 814

 

５ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

 

 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 ―

その他有価証券 

非上場債券 700

非上場株式（店頭売買株式を除く） 753

非上場その他の債券 340

 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額(平成18年３月31

日現在) 

 

 １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 
５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

債券 40,326 78,971 35,338 33,628

国債 29,174 41,366 13,626 33,628

地方債 1,837 5,485 9,453 ―

社債 9,314 32,119 12,258 ―

その他 2,010 6,052 3,396 6,177

合計 42,336 85,024 38,735 39,805
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 (金銭の信託関係) 

Ⅰ 前連結会計年度 

１ 運用目的の金銭の信託(平成17年３月31日現在) 

 

 連結貸借対照表計上額(百万円) 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

(百万円) 

運用目的の金銭の信託 2,606 △188

 

２ 満期保有目的の金銭の信託(平成17年３月31日現在) 

該当ありません。 

 

３ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外) (平成17年３月31日現在) 

該当ありません。 

 

Ⅱ 当連結会計年度 

１ 運用目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

 

 連結貸借対照表計上額(百万円) 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

(百万円) 

運用目的の金銭の信託 2,606 0

 

２ 満期保有目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

 

３ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外) (平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 
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(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前連結会計年度 

○その他有価証券評価差額金(平成17年３月31日現在) 

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 

 

 金額(百万円) 

評価差額 6,364

その他有価証券 6,364

(△)繰延税金負債 2,571

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 3,793

(△)少数株主持分相当額 ―

その他有価証券評価差額金 3,793

 

Ⅱ 当連結会計年度 

○その他有価証券評価差額金(平成18年３月31日現在) 

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 

 

 金額(百万円) 

評価差額 7,195

その他有価証券 7,195

(△)繰延税金負債 2,906

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 4,288

(△)少数株主持分相当額 ―

その他有価証券評価差額金 4,288

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当行は、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

なお、当行は、厚生年金基金の代行部分について、平成16年4月１日に厚生労働大臣から過去分

返上の認可を受けて、厚生年金基金制度から基金型確定給付企業年金制度に移行しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 

退職給付債務 (A) △10,001 △9,798

年金資産 (B) 6,437 7,781

未積立退職給付債務 (C)＝(A)＋(B) △3,563 △2,016

会計基準変更時差異の未処理額 (D) ― ―

未認識数理計算上の差異 (E) 1,901 339

未認識過去勤務債務 (F) △1,550 △1,378

連結貸借対照表計上額純額 (G)＝(C)＋(D)＋(E)＋(F) △3,213 △3,055

前払年金費用 (H) ― ―

退職給付引当金 (G)－(H) △3,213 △3,055

(注) １ 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。 

２ 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
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３ 退職給付費用に関する事項 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 

勤務費用 318 298

利息費用 216 199

期待運用収益 △146 △128

過去勤務債務の費用処理額 △172 △172

数理計算上の差異の費用処理額 252 295

会計基準変更時差異の費用処理額 337 ―

その他(臨時に支払った割増退職金等) ― ―

退職給付費用 806 492

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

区分 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

(1) 割引率 2.0％ 同左 

(2) 期待運用収益率 2.0％ 同左 

(3) 退職給付見込額の期間配

分方法 
期間定額基準 同左 

(4) 過去勤務債務の額の処理

年数 
10年 同左 

 

（その発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数による定額法によ

る） 

（その発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数による定額法によ

る） 

(5) 数理計算上の差異の処理

年数 
10年 同左 

 

（各連結会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数によ

る定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしている） 

同左 

(6) 会計基準変更時差異の処

理年数 
５年 ― 
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(１株当たり情報) 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 6,833.27 7,174.48

１株当たり当期純利益 円 234.10 337.24

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

円 ― 337.21

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益  

当期純利益 百万円 1,932 2,780

普通株主に帰属しない金額 百万円 25 30

うち利益処分による役員賞与金 百万円 25 30

普通株式に係る当期純利益 百万円 1,907 2,750

普通株式の期中平均株式数 千株 8,147 8,154

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

普通株式増加数 千株 ― 0

うち新株予約権 千株 ― 0

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 ―

  新株予約権7種類（新株
予約権の数105個） 

 

(生産、受注及び販売の状況) 

 銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。 

 

(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――  当行は、平成18年4月25日に平成17年11月25日開催の
取締役会決議に基づき発行した新株予約権の権利行使に
より、次の通り新株を発行しております。 

発行した株式の種類 普通株式

発行した株式の数 99,150株

発行した株式の発行価格 5,742.057円

発行した株式の発行総額 569,325,000円

発行した株式の資本繰入額 2,872円
 

 




