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平成 18 年 3 月期 決 算 短 信 （連結） 銀行      平成 18 年 5 月 23 日 
   

上 場 会 社 名 株式会社 福 島 銀 行 上場取引所  東京証券取引所（市場第一部） 

コード番号 8562 本社所在都道府県  福島県 

（URL http：//www.fukushimabank.co.jp/） 
代   表   者 役職名 取締役社長 氏 名  紺 野  邦 武 
問合せ先責任者 役職名 経営管理チームリーダー 氏 名  須 藤  晃 秀  ＴＥＬ （024）525-2525     

決算取締役会開催日   平成 18 年５月 23 日 特定取引勘定の設置の有無   無 

米国会計基準採用の有無   無  
   
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                            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 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 21,400 2.5 1,303 81.0 1,062 △5.1 
17 年 3 月期 20,882 9.1 720 101.2 1,119 275.4 

 
 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 

総 資 本      
当期純利益率 

経 常 収 益      
経 常 利 益 率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

18 年 3 月期 5 17  － 4.6 0.2 6.1 
17 年 3 月期 5 77 5 66 5.3 0.1 3.5 

  
（注）① 持分法投資損益 18 年 3 月期 16 百万円 17 年 3 月期 7 百万円  
 ② 期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期 205,100,731 株    17 年 3 月期 193,859,418 株  
 ③ 会計処理の方法の変更  無  
 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 629,145 23,649 3.8 115 24 8.87 
17 年 3 月期 611,019 22,922 3.8 111 76 8.19 

 （注）期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 205,217,780 株  17 年 3 月期 205,085,276 株  
  
（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 17,799 △31,671 △11 32,559 
17 年 3 月期 4,249 △15,585 6,409 46,411 

 
（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 3 社  持分法適用非連結子会社数 0 社  持分法適用関連会社数 1 社 
 

（５） 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結（新規） 0 社 （除外） 0 社  持分法（新規） 0 社 （除外） 0 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 9,200 500 600 
通   期 18,800 1,200 1,500 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   7 円 30 銭 

 ※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって

予想値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 

（１）企業集団の事業の内容 

 当行グループ（当行及び当行の関連会社）は、当行、子会社３社及び関連会社１社で構成さ

れ、銀行業務を中心に、リース、信用保証、クレジットなどの金融サービスを提供しておりま

す。 

 

（２）企業集団の事業系統図 

 

 

株
式
会
社 

福 

島 

銀 

行 

福島保証サービス(株) 
信用保証業務 

銀
行
関
連
事
業 

(株)ふくぎんリース 

福銀ユーシーカード(株) 

リース業務 

クレジット業務 

リ
ー
ス
業
そ
の
他
事
業 

コンピュータソフトウェ
アの開発･販売業務 

(株)東北バンキングシステムズ 

連結子会社 持分法適用関連会社 （注）

本店ほか支店 51 ヶ店、出張所８ヶ所 
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２．経営方針 

（１） 経営の基本方針 

当行は、福島県を主な営業基盤とする地域金融機関で、地元の企業、個人等との預貸金

ビジネスを主としつつ、有価証券投資等の市場営業や投資信託の窓口販売業務にも力を

入れております。 

当行は次の 3つのビジョンを掲げて営業しております。 

  ①強い銀行―株式会社として、如何なる経営環境にも耐えられる強い収益力を持った銀行を

目指してまいります。 

  ②親切で便利な銀行―21 世紀の金融サービス業として、法人、個人顧客のニーズの多様化、

高度化に対応し、独自性に富んだ木目細かなサービスの提供を目指してまいります。 

  ③透明性の高い銀行―市場等外部の信頼、銀行のガバナンス及び内部規律を維持していくた

めにも、経営情報の積極的な開示に努めてまいります。 

 

（２） 利益配分に関する基本方針 

 平成 18 年３月期の配当につきましては、引き続き１株につき１円 50 銭の配当を実施し

たいと考えております。株主に対する利益還元は最重要課題と考えており、利益に見合っ

た配当を基本としております。ただし、金融機関を取り巻く厳しい経営環境に備え、銀行

経営の健全性を確保するため、内部留保の充実に努めることも重要と考えております。な

お、当面は自己資本の更なる充実を図るのが適当と判断しており、増配については不良債

権問題の解決後に検討したいと考えております。 

 

（３） 目標とする経営指標及び中長期的な経営戦略 

当行は、平成 17 年度から平成 19 年度を計画期間とする中期経営計画「プラン 68」に基

づき、不良債権問題の解決を最重要課題として業務に取り組んでおります。「プラン 68」で

は、21 世紀の金融サービス業を目指し、リスク管理の高度化を図りつつ、相対型営業の高

度化、市場型営業と手数料ビジネスモデルの強化を図っていく方針です。 

「プラン 68」の目標とする経営指標は次のとおりです。 

【 単体 】                                                        （単位：億円） 

平成 17 年度実績 「プラン 68」計画 
 

計画 実績 平成 18 年度 平成 19 年度 

コア業務粗利益 144 143 150 155 

営業経費 83 79 86 87 

コア業務純益 61 63 64 68 

与信関連費用 52 71 52 50 

経常利益 10 11 12 17 

当期純利益 12 10 15 20 

不良債権比率 ※ 9.9% 9.0% 7.8% 6.8% 

※ 金融再生法ベース 
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（４） 対処すべき課題 

 当行は、平成 14 年から 16 年度の「収益倍増計画」をほぼ達成したあと､平成 17 年度から

平成 19 年度の中期経営計画「プラン 68」では不良債権問題の解決を最大の課題として取り

組んでおりますが､前期の不良債権処理が計画以上に進展したことから､「プラン 68」の目

標（平成 20年３月末の不良債権比率 6.8％）については１年前倒しで平成 18 年度中に達成

したいと考えております。 

 同時に､会社法の施行、今年４～５月に相次いで発生した現金不祥事（郡山支店 179 百万

円）､強盗・放火事件（門田支店、かべや出張所）を考慮し､事務管理､防犯･防災を含めた内

部管理の徹底を図ることも重要な経営課題と考えております。 

 

（５） 親会社等に関する事項 

当行は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

（１） 単体の状況 

① 営業の動向 

 預金につきましては、平成 17 年度上期の「Ｆ-１定期」、下期の「Ｆ-１プラス」といった

高金利商品の販売が奏効して個人預金が大幅に増加したことから、前年度比 179 億円増加し、

5,872 億円（対前年度比 3.1％の増加）となりました。 

 一方、貸出につきましては、住宅ローンは引き続き順調に増加したものの、事業性貸出が

企業の資金需要低迷を背景に減少したことから、前年度比 67 億円減少し、4,693 億円（対

前年度比 1.4％減少）となりました。 

 有価証券につきましては、資金の有効活用に努めたことから債券を中心に前年度比 320

億円増加し、1,002 億円（対前年度比 46.9％増加）となりました。 

 預かり資産につきましては、銀行窓販が投資信託を中心に引き続き好調に推移したことか

ら前年度比 245 億円増加し、551 億円（対前年度比 80.0％増加）となりました。 

 また、３月には個人向けインターネットバンキングの内容の見直しを行なうなど、サービ

スの拡充を図りました。 

② 損益の状況 

 銀行本来の収益力を示すコア業務純益（事業会社の営業利益に相当）は､6,356 百万円と

前年度（5,960 百万円）を 396 百万円､6.6％上回りました。これは､貸出金利息収入は減少

したものの､有価証券利息配当金が増加したうえ､窓販に伴う手数料の増加､人件費･物件費

といった営業経費の減少などによるものです。 

 経常利益は、不良債権処理費用の増加にもかかわらず､コア業務純益の増加に加え､株式等

売却益の増加もあり 1,172 百万円と前年度（415 百万円）に比べ大幅増益となりました。 

 この結果、最終利益（当期純利益）は、固定資産の減損処理費用を 715 百万円計上したに

もかかわらず、1,064 百万円とほぼ前年度（1,121 百万円）並みの黒字を確保しました。 
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③ 財務の動向 

 平成 18 年３月期決算の最大の特徴は不良債権処理が大幅に進展し､当行最大の課題であ

った不良債権問題解決への出口が見え始めたことです。即ち､金融再生法基準による平成 18

年３月末の不良債権残高は再生ファンドへの売却等オフバランス化に努めた結果､427 億円

と前年度末比､206 億円減少し､最悪期（平成 13 年９月末の 1,043 億円）に比べると 59.0％

の大幅減少となりました。これに伴い､総与信に占める不良債権比率も 9.0％（前期末

13.2％）に低下し､最悪期（平成 14 年９月末 19.6％）に比べると 10.6 ポイントの大幅低下

となりました。 

 一方、平成 18 年３月末の自己資本比率は、最終利益の内部留保の積上げにより単体で

8.6％（前年度末 8.0％）、連結で 8.8％（同 8.1％）と引き続き上昇しました。なお、基本

的項目のみによる自己資本比率であるTierⅠ比率は単体6.2％（前年度末5.6％）、連結6.5％ 

（同 5.8％）に上昇しました。 

 

（２） 連結の状況 

 連結ベースでは経常収益 21,400 百万円（前連結会計年度 20,882 百万円）、経常利益 1,303

百万円（前連結会計年度 720 百万円）、当期純利益 1,062 百万円（前連結会計年度 1,119 百

万円）となりました。 

 連結ベースでみた事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 銀行業関連事業の経常収益は、有価証券利息配当金収入や株式等売却益の増加により前連

結会計年度比 621 百万円増加して 18,537 百万円、経常費用は営業経費や退職給付費用の減

少により前連結会計年度比 87 百万円減少して 17,346 百万円となりました。その結果、経常

利益は前連結会計年度比 708 百万円増加して 1,190 百万円となりました。 

リース業その他事業では、経常収益は前連結会計年度比146百万円減少して3,216百万円、

経常費用は前連結会計年度比 20 百万円減少して 3,103 百万円となりました。その結果、経

常利益は前連結会計年度比 125 百万円減少して 113 百万円となりました。 

 

（３） キャッシュフローの状況 

  連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、投資活動による支出の増
加を主因に、前連結会計年度比13,882百万円減少し、32,559百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

   営業活動により得られた資金は、17,799 百万円で前連結会計年度比 13,550 百万円増加し

ました。これは主に、預金の増加による収入増であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

   投資活動により支出した資金は、31,671 百万円で前連結会計年度比 16,086 百万円増加し

ました。 

   これは、有価証券の取得による支出が前連結会計年度比 41,792 百万円増加したのに対し、

有価証券の売却・償還による収入が前連結会計年度比 24,964 百万円の増加であったことな

どによるものであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

   財務活動により支出した資金は、11 百万円で、前連結会計年度比 6,420 百万円収支がマ
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イナスとなりました。 

   これは主に、前連結会計年度には新株予約権付社債の発行による収入及び劣後特約付社債

の発行による収入があったことによるものであります。 

 

（４） 事業とのリスク 

 当行グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

る主な事項として、信用リスク、市場リスク、金利リスク、流動性リスク､オペレーショナ

ルリスク等があります。当行グループでは、これら事業等のリスクが発生する可能性に対し、

出来る限り的確かつ適正に把握し、適切なリスク管理の実施に努めてまいります。 
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５．連結財務諸表等 

 （１）比較連結貸借対照表  
  （金額単位：百万円） 

 当連結会計年度(Ａ) 
（平成18年3月31日現在）

前連結会計年度(Ｂ) 
（平成17年3月31日現在） 増減（Ａ－Ｂ） 

(資産の部)    

現金預け金 34,497 49,197 △14,700 

商品有価証券 35 － 35 

金銭の信託 1,908 1,656 252 

有価証券 100,374 68,278 32,096 

貸出金 466,074 472,417 △6,343 

外国為替 28 77 △49 

その他資産 9,165 7,977 1,188 

動産不動産 19,267 21,386 △2,119 

繰延税金資産 5,945 5,848 97 

支払承諾見返 3,620 3,180 440 

貸倒引当金 △11,773 △19,000 7,227 

  資産の部合計 629,145 611,019 18,126 

（負債の部）    

預金 586,218 565,626 20,592 

譲渡性預金 － 2,000 △2,000 

借用金 2,493 3,362 △869 

外国為替 0 4 △4 

社債 4,500 4,500 － 

その他負債 4,438 5,291 △853 

退職給付引当金 2,108 2,015 93 

再評価に係る繰延税金負債 1,131 1,421 △290 

支払承諾 3,620 3,180 440 

  負債の部合計 604,511 587,401 17,110 

（少数株主持分）    

少数株主持分 983 695 288 

（資本の部）    

資本金 15,877 15,877 － 

資本剰余金 3,458 3,439 19 

利益剰余金 3,415 2,214 1,201 

土地再評価差額金 650 1,084 △434 

その他有価証券評価差額金 402 476 △74 

自己株式 △155 △169 14 

  資本の部合計 23,649 22,922 727 

  負債、少数株主持分 
  及び資本の部合計 629,145 611,019 18,126 

 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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 （２）比較連結損益計算書 
（金額単位：百万円） 

 
当連結会計年度(Ａ) 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度(Ｂ) 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

増減（Ａ－Ｂ） 

経常収益 21,400 20,882 518 

資金運用収益 13,505 13,428 77 

 貸出金利息 12,442 12,888 △446 

 有価証券利息配当金 1,057 535 522 

 コールローン及び買入手形利息 4 4 0 

 預け金利息 0 0 △0 

その他の受入利息 0 0 0 

役務取引等収益 2,461 2,224 237 

その他業務収益 288 527 △239 

その他経常収益 5,145 4,702 443 

経常費用 20,096 20,161 △65 

資金調達費用 715 859 △144 

預金利息 483 739 △256 

譲渡性預金利息 0 0 0 

借用金利息 80 114 △34 

社債利息 147 2 145 

その他の支払利息 3 2 1 

役務取引等費用 988 954 34 

その他業務費用 52 0 52 

営業経費 8,164 8,627 △463 

その他経常費用 10,175 9,719 456 

貸倒引当金繰入額 960 2,845 △1,885 

その他の経常費用 9,214 6,874 2,340 

経常利益 1,303 720 583 

特別利益 456 773 △317 

動産不動産処分益 0 15 △15 

償却債権取立益 442 261 181 

その他の特別利益 12 497 △485 

特別損失 817 130 687 

動産不動産処分損 101 128 △27 

減損損失 715 － 715 

その他の特別損失 － 1 △1 

税金等調整前当期純利益 943 1,363 △420 

法人税、住民税及び事業税 181 96 85 

法人税等調整額 △338 24 △362 

少数株主利益 38 123 △85 

当期純利益 1,062 1,119 △57 

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）比較連結剰余金計算書 
（金額単位：百万円） 

 
当連結会計年度(Ａ) 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度(Ｂ) 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

比較 
（Ａ－Ｂ） 

(資本剰余金の部)    

資本剰余金期首残高 3,439 2,450 989 

資本剰余金増加高 19 988 △969 

 新株予約権行使による新株の発行 － 987 △987 

自己株式処分差益 19 0 19 

資本剰余金期末残高 3,458 3,439 19 

    

(利益剰余金の部)    

利益剰余金期首残高 2,214 1,048 1,166 

利益剰余金増加高 1,495 1,165 330 

当期純利益 1,062 1,119 △57 

土地再評価差額金取崩額 433 46 387 

利益剰余金減少高 295 － 295 

配当金 295 － 295 

利益剰余金期末残高 3,415 2,214 1,201 

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 （４）比較連結キャッシュ・フロー計算書 
  （金額単位：百万円） 

 
当連結会計年度(Ａ) 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度(Ｂ) 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

増減 
（Ａ－Ｂ） 

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 943 1,363 △420 

減価償却費 2,363 2,559 △196 

減損損失 715 － 715 

持分法による投資損益(△) △11 △7 △4 

貸倒引当金の増減(△)額 960 2,845 △1,885 

退職給付引当金の増減(△)額 93 △766 859 

資金運用収益 △13,505 △13,428 △77 

資金調達費用 715 859 △144 

有価証券関係損益(△) △1,805 △926 △879 

金銭の信託の運用損益(△) △263 △77 △186 

動産不動産処分損益(△) 101 142 △41 

貸出金の純増(△)減 △1,789 △9,605 7,816 

預金の純増減(△) 20,592 3,249 17,343 

譲渡性預金の純増減（△） △2,000 2,000 △4,000 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △868 △848 △20 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 816 3,878 △3,062 

外国為替(資産)の純増(△)減 48 187 △139 

外国為替(負債)の純増減(△) △3 4 △7 

資金運用による収入 13,032 13,492 △460 

資金調達による支出 △1,225 △565 △660 

その他 △909 △56 △853 

 小 計 18,001 4,298 13,703 

法人税等の支払額 △202 △49 △153 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,799 4,249 13,550 

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 △68,509 △26,717 △41,792 

有価証券の売却による収入 11,179 5,534 5,645 

有価証券の償還による収入 26,794 7,474 19,320 

動産不動産の取得による支出 △1,238 △1,919 681 

動産不動産の売却による収入 102 42 60 

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,671 △15,585 △16,086 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

劣後特約付社債の発行による収入 － 4,500 △4,500 

新株予約権付社債の発行による収入 － 2,000 △2,000 

配当金支払額 △295 － △295 

少数株主への配当金支払額 △3 △3 － 

自己株式の取得による支出 △36 △88 52 

自己株式の売却による収入 323 1 322 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11 6,409 △6,420 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 △13,882 △4,926 △8,956 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 46,441 51,368 △4,927 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 32,559 46,441 △13,882 

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要事項 
 
１．連結の範囲に関する事項 
（１）連結子会社      ３社 
    会社名 
     株式会社 ふくぎんリース 
     福島保証サービス 株式会社  
     福銀ユーシーカード 株式会社 

 
（２）非連結子会社 

  該当ありません。 
 

２．持分法の適用に関する事項 
（１）持分法適用の関連会社    １社 
    会社名 
     株式会社 東北バンキングシステムズ    
  
（２）持分法非適用の関連会社 

  該当ありません。 
 
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いずれも３月末日であります。 
 
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 

 当行の保有する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。 
 連結子会社は商品有価証券を保有しておりません。 
 

 （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（株式については連結会計年度末月１ヵ月の市場価格
の平均に基づいて算定された価額）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（定額法）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。 

（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。 

  
 （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、特例処理を適用している金利スワップを除き時価法により行っております。 
 
 （４）減価償却の方法 
  ①動産不動産 

 当行の動産不動産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につ
いては定額法）を採用しております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
  建 物  ３年～50 年 
  動 産  ３年～15 年 
 連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております
が、株式会社ふくぎんリースにおけるリース資産については、リース期間定額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。 
 

 （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。 
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそ
れと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載さ
れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
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を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権につい
ては、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計上しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、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
21,279 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き当てております。 
 

 （６）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 年又は６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 年又は６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（1,420 百万円）については、10 年による按分額を費用処理しております。 
 

 （７）外貨建資産・負債の換算基準 
 当行の外貨建資産・負債は、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。 
 連結子会社に外貨建資産・負債はありません。 
 

 （８）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）重要なヘッジ会計の方法 
 当行は、貸出金及び預金の一部につき、金利リスクの回避の手段として金利スワップ取引を行っており、金利ス
ワップの特例処理による会計処理を行っております。また、ヘッジの有効性の評価につきましては、特例処理の要
件の判定をもって有効性の判定に代えております。 

 
 (10)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が、動産不動産に係る控
除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 
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。 
 
６．利益処分項目の取扱い等に関する事項 
 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。 
 
７．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。 

 
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 
 
（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 715 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。 
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注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 
 
１．有価証券には、関連会社の株式 49 百万円を含んでおります。 
 
２．貸出金のうち、破綻先債権額は 2,766 百万円、延滞債権額は 31,027 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。 
 

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 256 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ヵ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。 
 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 8,458 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。 
 

５．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 42,507 百万円でありま
す。 
 なお、上記２．から５．に掲げた債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 
 

６．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 4,179
百万円であります。 

 
７．ローン・パーティシペーションで平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づいて、
原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、2,425百万円であり
ます。 

 
８．貸出債権証券化（ＣＬＯ－Collateralized Loan Obligation）により、会計上売却処理をした貸出金の元本の期
末残高の総額は、21,447百万円であります。なお、当行はＣＬＯの劣後受益権を、14,196百万円継続保有し貸出金
に計上しているため、売却処理済みの優先受益権を含めた元本総額35,643百万円に係る貸倒引当金を計上しており
ます。 

 

９．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    1,805 百万円 
  担保資産に対応する債務 
   預  金    3,024 百万円 
   借 用 金      826 百万円 

 上記のほか、為替決済、歳入代理店、公金収納、外国為替等の取引の担保として、有価証券 25,585 百万円及び
定期預け金 262 百万円を差し入れております。 
 なお、動産不動産に保証金権利金が 487 百万円、その他資産に手形交換所担保保証金等が 1 百万円それぞれ含
まれております。 
 

10．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 33,531 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 32,917 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
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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。 
 

11．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 10 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４号に定める路線価及び第３号に定める固定資
産税評価額に基づいて奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を
行って算出しております。 

 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  3,447 百万円 
 

12．動産不動産の減価償却累計額   24,057 百万円 
 
13．動産不動産の圧縮記帳額   3,405 百万円 
 （当連結会計年度圧縮記帳額   － 百万円） 
 
14．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 1,000 百万円が含
まれております。 

 
15．社債は、劣後特約付社債 4,500 百万円であります。 
 
16．連結会社が保有する当行の株式の数 普通株式 8,300 千株 
 
 
（連結損益計算書関係） 
 
１．その他の経常費用には、貸出金償却 5,372 百万円及び債権売却損 928 百万円を含んでおります。 
 
２．当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店単位でグルーピングを行っております。

また、本部資産、社員寮等、他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を共用資
産とし、遊休資産についてはそれぞれ単独の資産グループとしております。その結果、地価の下落等により減損
損失を認識すべきと判定された以下の資産グループ 11 ヶ所については、帳簿価額を回収可能価額まで減額して
おります。 
 

地 域 主な用途 種 類 減損損失（百万円） 
福島県内 遊休資産 10 ヶ所 土地 316 
その他 遊休資産 １ヶ所 土地 399 

  
 なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額により測定しており
ます。正味売却額は、重要性の高い不動産については第三者から入手した鑑定評価額に基づく評価額、それ以外
については「不動産鑑定評価基準」（国土交通省平成 14 年７月３日改正）に準拠して評価した額からそれぞれ処
分費用見込額を控除して算定しております。 
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（連結キャッシュフロー計算書関係） 
 
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  34,497 百万円 

定期預け金 △ 282 百万円 

普通預け金 △ 1,303 百万円 

その他の預け金 △ 352 百万円 

現金及び現金同等物  32,559 百万円 
   

 
 
（リース取引関係） 
 
 有価証券報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
（有価証券関係） 
 
Ⅰ前連結会計年度 
 
 １．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） 
                                           （金額単位：百万円） 

   連結貸借対照表
計上額 

時価 差額 
うち益 うち損 

地方債 996 1,002 6 6 － 
その他 2,613 2,627 14 14 － 
合計 3,610 3,630 20 20 － 
（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。 
 
 
 ２．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） 
                                           （金額単位：百万円） 

   
取得原価 

連結貸借対照表
計上額 

評価差額 
うち益 うち損 

株式 8,327 8,962 635 986 351 
債券 43,428 43,527 99 130 31 
 国債 27,939 27,967 27 38 10 
 地方債 1,916 1,965 49 49 － 
 社債 13,572 13,594 22 43 20 
その他 11,470 11,529 59 101 42 
合計 63,226 64,020 793 1,218 425 
（注）１ 連結貸借対照表計上額は、株式については当連結会計年度末月１ヵ月の市場価格の平均に基づいて算

定された額により、また、それ以外について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、それぞれ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。 
３ その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借
対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）
しております。 
 当連結会計年度における減損処理額は、株式 119 百万円であります。 
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て
減損処理を行い、30％から 50％程度下落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認められた額
について減損処理を行っております。 
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 ３．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） 
                                  （金額単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
その他有価証券 5,534 1,077 29 

 
 
 ４．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） 
                          （金額単位：百万円） 

満期保有目的の債券 
 非上場社債 

 
100 

その他有価証券 
 非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 
509 

 
 
 ５．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） 
                                           （金額単位：百万円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 
債券 7,013 27,506 3,087 7,017 
 国債 4,011 16,037 902 7,017 
 地方債 494 2,359 108 － 
 社債 2,507 9,109 2,077 － 
その他 － 2,003 － 4,952 
合計 7,013 29,509 3,087 11,969 

 
 
 
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） 
                                  （金額単位：百万円） 

 
連結貸借対照表計上額 

当連結会計年度の損益に 
含まれた評価差額 

売買目的有価証券 35 △0 
（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。 
 
 
 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） 
                                           （金額単位：百万円） 

   連結貸借対照表
計上額 

時価 差額 
うち益 うち損 

地方債 997 981 △16 － 16 
その他 4,485 4,360 △124 35 159 
合計 5,482 5,341 △140 35 175 
（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。 
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 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） 
                                           （金額単位：百万円） 

   
取得原価 

連結貸借対照表
計上額 

評価差額 
うち益 うち損 

株式 10,120 12,214 2,093 2,307 213 
債券 71,067 69,543 △1,523 18 1,541 
 国債 57,402 55,987 △1,415 1 1,416 
 地方債 1,634 1,640 6 14 8 
 社債 12,030 11,915 △115 1 117 
その他 11,162 11,264 101 220 118 
合計 92,350 93,022 671 2,545 1,874 
（注）１ 連結貸借対照表計上額は、株式については当連結会計年度末月１ヵ月の市場価格の平均に基づいて算

定された額により、また、それ以外について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、それぞれ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。 
３ その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借
対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）
しております。 
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て
減損処理を行い、30％から 50％程度下落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認められた額
について減損処理を行っております。当連結会計年度における減損処理額はありません。 

 
 
 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） 
                                  （金額単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
その他有価証券 11,323 1,863 34 

 
 
 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） 
                          （金額単位：百万円） 

満期保有目的の債券 
 非上場社債 

 
1,100 

その他有価証券 
 非上場株式 
 投資事業組合出資金 

 
532 
188 

  
 
 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） 
                                           （金額単位：百万円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 
債券 5,362 46,837 6,878 12,562 
 国債 － 38,684 4,741 12,562 
 地方債 444 1,976 217 － 
 社債 4,918 6,177 1,918 － 
その他 － 1,979 2,422 5,882 
合計 5,362 48,816 9,300 18,444 

 
 
 



株式会社 福島銀行 

 18

（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。 
                           （金額単位：百万円） 

評価差額 793 

 その他有価証券 793 

（△）繰延税金負債 317 

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 476 

（△）少数株主持分相当額 － 

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に 
係る評価差額金のうち親会社持分相当額 

－ 

その他有価証券評価差額金 476 

 
 
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。 
                           （金額単位：百万円） 

評価差額 671 

 その他有価証券 671 

（△）繰延税金負債 268 

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 402 

（△）少数株主持分相当額 － 

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に 
係る評価差額金のうち親会社持分相当額 

－ 

その他有価証券評価差額金 402 

 
 

 
（デリバティブ取引関係） 
 
 半期報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 



株式会社 福島銀行 

 19

（退職給付関係） 
 
 １．退職給付に関する事項 

当行は、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しておりましたが、平成16年9月に厚生年金基金を解散し、
50歳以上の従業員に対しては第２退職一時金制度を、また、50歳未満の従業員に対しては確定拠出年金制度及び
退職金前払い制度を新たに制定しております。 
なお、連結子会社においては退職一時金制度を採用しております。 
 

 ２．退職給付債務に関する事項 
                                         （金額単位：百万円） 

区分 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

退職給付債務 (A) △2,198 △2,198 
年金資産 (B) － － 
未積立退職給付債務 (C)＝(A)＋(B) △2,198 △2,198 
会計基準変更時差異の未処理額 (D) 568 710 
未認識数理計算上の差異 (E) 264 372 
未認識過去勤務債務 (F) △742 △899 
連結貸借対照表計上額純額 (G)＝(C)＋(D)＋(E)＋(F) △2,108 △2,015 
前払年金費用 (H) － － 
退職給付引当金 (G)－(H) △2,108 △2,015 

 (注) １ 厚生年金基金解散に伴い、前連結会計年度において、対応する退職給付債務及び年金資産を消滅させ   
ております。また、対応する会計基準変更時差異等を償却しております。 

 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。 
 

 ３．退職給付債務に関する事項 
                                         （金額単位：百万円） 

区分 当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

勤務費用 99 288 
利息費用 42 168 
期待運用収益 － △29 
過去勤務債務の費用処理額 △157 △310 
数理計算上の差異の費用処理額 121 323 
会計基準変更時差異の費用処理額 142 △175 
退職給付費用 248 886 
厚生年金基金解散に伴う損益 － △495 
   計 248 390 

 (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 当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

(1)割引率 2.0％又は0.90％  同左 

(2)期待運用収益率 －  0.91％ 

(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年又は６年(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、発生連結会計年度から損
益処理することとしている。) 

同左 

(5)数理計算上の差異の 
   処理年数 

10年又は６年(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、翌連結会計年度から損益
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 

10年 同左 
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（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） 
                                           （金額単位：百万円） 

 
銀行業 

関連事業 
リース業 

その他事業 
計 

消去 
又は全社 

連結 

Ⅰ経常収益 
(１)外部顧客に対する経常収益 
(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部経常収益 

 
17,767 

148 

 
3,114 
248 

 
20,882 

396 

 
－ 

(396) 

 
20,882 

－ 

 計 17,916 3,362 21,279 (396) 20,882 

 経常費用 17,434 3,124 20,558 (396) 20,161 

 経常利益 481 238 720 － 720 

Ⅱ 資産、減価償却及び資本的支出 
 資産 

 
608,148 

 
8,602 

 
616,751 

 
(5,731) 

 
611,019 

 減価償却費 647 1,912 2,559 － 2,559 

 資本的支出 387 1,532 1,919 － 1,919 

 
 
  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） 
                                           （金額単位：百万円） 

 
銀行業 

関連事業 
リース業 

その他事業 
計 

消去 
又は全社 

連結 

経常収益 
(１)外部顧客に対する経常収益 
(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部経常収益 

 
18,395 

141 

 
3,004 
211 

 
21,400 

353 

 
－ 

(353) 

 
21,400 

－ 

 計 18,537 3,216 21,754 (353) 21,400 

経常費用 17,346 3,103 20,450 (353) 20,096 

経常利益 1,190 113 1,303 － 1,303 

Ⅱ 資産、減価償却及び資本的支出 
 資産 

 
626,327 

 
7,358 

 
633,686 

 
(4,540) 

 
629,145 

 減価償却費 586 1,777 2,363 － 2,363 

 資本的支出 43 1,194 1,238 － 1,238 

（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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
３ 各区分の主な事業内容 
（１）銀行業関連事業：銀行業務、信用保証業務等 
（２）リース業その他事業：リース業務、クレジット業務等 
４ 消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業用費用はありません。 
５ 消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

 
（２）所在地別セグメント情報 
 
  経常収益は全て本邦によるものであるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 
（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。 
 
（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。 
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（１株当たり情報） 
                                             （金額単位：円） 

 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） 

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) 

１株当たり純資産額 115.24 111.76 

１株当たり当期純利益 5.17 5.77 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 5.66 

  （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、次のとおりです。 
 
                                           （金額単位：百万円） 

 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） 

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) 

１株当たり当期純利益   

 当期純利益 1,062 1,119 

 普通株主に帰属しない金額 － － 

 普通株主に係る当期純利益 1,062 1,119 

普通株主の期中平均株式数（千株） 205,100 193,859 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額 － － 

 普通株式増加数（千株） － 3,760 

  うち新株予約権付社債（千株） － 3,760 

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 

－ － 

 （注）当連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないので記載してお
りません。 

 


