
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   24円  66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います。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料

の６ページ、決算説明資料９ページを参照してください。 

(財)財務会計基準機構会員

平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月26日

上場会社名 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 上場取引所 東・札 

コード番号 8377 本社所在都道府県 富山県 

（ＵＲＬ http://www.hokuhoku-fg.co.jp/） 

代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 髙木 繁雄 

問合せ先責任者 役職名 企画グループマネージャー 氏名 庵 栄伸 ＴＥＬ（076）423－7331 

決算取締役会開催日 平成18年５月26日   特定取引勘定設置の有無 有 

米国会計基準採用の有無 無   

(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 240,986 18.5 48,285 77.3 26,837 138.5

17年３月期 203,200 13.2 27,226 284.8 11,248 123.5

 
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 18 31 14 32 10.7 0.5 20.0 

17年３月期 6 86 5 67 4.8 0.3 13.3 

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △133百万円 17年３月期 0百万円

②期中平均株式数（連結） 普通株式 第１種優先株式 第４種優先株式 第５種優先株式 

18年３月期 1,285,380,334株 150,000,000株 79,000,000株 107,432,000株 

17年３月期 1,159,915,989株 150,000,000株 45,884,931株 62,398,860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 

（第二基準） 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 ％ 

18年３月期 9,535,627 406,014 4.2 179 37 ［速報値］ 9.00

17年３月期 9,398,673 380,750 4.0 159 75 8.33

（注）期末発行済株式数（連結） 普通株式 第１種優先株式 第４種優先株式 第５種優先株式 

18年３月期 1,285,687,499株 150,000,000株 79,000,000株 107,432,000株 

17年３月期 1,285,503,563株 150,000,000株 79,000,000株 107,432,000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 3,236 △151,946 △2,412 338,909

17年３月期 296,172 △132,256 11,570 489,969

(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 15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） 1社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 1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 115,000  24,500  13,500  

通 期 230,000  60,000  35,000  
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１．企業集団の状況 
 当社グループは、当社、連結子会社15社及び関連会社１社で構成され、北海道、北陸三県、東京・名古屋・大阪の三

大都市圏に拠点を持つ広域地域金融グループを形成しております。また、北陸銀行と北海道銀行を中核に、リース、ク

レジットカード、ベンチャーキャピタル、ソフトウェア開発、サービサー業務等、広範なニーズに対応する総合的な金

融サービス機能を有しております。 

 なお、道銀カード株式会社は、平成18年３月に北海道銀行が株式を追加取得し、関連会社から子会社となりました。

 事業系統は次のとおりであります。 

 

㈱ 

ほ 

く 

ほ 

く 

フ 

ィ 

ナ 

ン 

シ 

ャ 

ル 

グ 

ル 

ー 
プ 

㈱ 

北 

陸 

銀 

行 

北銀ビジネスサービス㈱ 
（文書管理業務、現金等の整理・精算業務、事務集中処理業務） 

北銀リース㈱    （リース業務）

北銀不動産サービス㈱（不動産の賃貸業務） 

北銀資産管理㈱（担保不動産の競落業務）

Hokuriku International Cayman Limited（金融業務） 

㈱北陸カード    （クレジットカード業務）

北陸保証サービス㈱ （信用保証業務）

北銀ソフトウエア㈱ （ソフトウエア業務）

日本海債権回収㈱  （サービサー業務）

北陸キャピタル㈱  （ベンチャーキャピタル業務） ※

北銀オフィス・サービス㈱（人材派遣業務） 

㈱ 

北 

海 

道 

銀 

行 

道銀ビジネスサービス㈱ 
（文書管理業務、現金等の整理・精算業務、事務集中処理業務） 

道銀カード㈱ （クレジットカード業務）  

※は関連会社であります。

㈱北銀コーポレート（貸金業）
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２．経営方針 
１．経営の基本方針 

 当社グループは、以下の経営理念のもと、地域とそこにお住いの皆様に一層の貢献することを目指しており、この

ことを通じて企業価値の向上を実現してまいりたいと考えております。 

【経営理念】 

 「ほくほくフィナンシャルグループ」は、広域地域金融グループとしてのネットワークと総合的な金融サービス

機能を活用して、地域とお客さまの繁栄に貢献し、ともに発展しつづけます。 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は、傘下の銀行等グループ企業の事業の公共性を鑑み、長期にわたる経営基盤の確保に努め、安定的な配当を

行うことを基本方針としております。当事業年度の業績を勘案するとともに、公的資金返済を展望し、経営体質の改

善・強化のため内部留保の蓄積にも意を用い、17年度の期末配当につきましては、各種優先株式につきましては所定

の配当とし、第１回第１種優先株式は１株当たり３円85銭、第１回第４種優先株式は１株当たり３円31銭、第１回第

５種優先株式は１株当たり７円50銭、普通株式につきましては１株当たり１円50銭として定時株主総会に議案を提出

する予定であります。 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資家による当社株式の長期安定的な保有を促進するとともに、流動性を高め投資家層の拡大を図ること

を資本政策上の重要課題と認識しております。 

 株式投資単位の引下げにつきましては、業績、株価などを勘案しつつ慎重に検討を進めてまいります。 

４．目標とする経営指標 

 経営統合時に策定した平成20年３月期までの戦略目標として、以下の指標を掲げております。 

 （注） 自己資本比率はほくほくＦＧ連結ベース、不良債権比率は子銀行２行と分割子会社合算、その他は２行合算。 

５．中長期的な会社の経営戦略 

 グループ各社は、地元営業地域に経営資源を集中し、リテール強化に向けた体制を整備・拡充することを目指し、

以下のグループ基本戦略を掲げております。 

「地域共栄」  「公正堅実」  「進取創造」 

社会的使命を実践し、地域社会

とお客さまとともに発展しま

す。 

 

公正かつ堅実な経営による健全

な企業活動を目指し、信頼に応

えます。 

 

創造と革新を追及し、活力ある

職場から魅力あるサービスを提

供します。 

コア業務純益 950億円以上 

ＲＯＡ（コア業務純益／期初期末資産平均） １％以上 

ＯＨＲ（経費／コア業務粗利益） 48％程度 

自己資本比率 ９％程度 

不良債権比率 ５％台以下 

営業力の 

強化 
 

北海道銀行の北海道内におけるリテール

戦略と北陸銀行の広域ネットワーク網の

融合 

 

◆ビジネスマッチング取組強化 

◆両行道内インフラ活用による企業周辺

取引拡大 

◆両行ノウハウ共有によるソリューショ

ン営業 

      

経営の 

効率化 
 

北海道地区で重複するインフラの結合・

再編による効率的かつ収益性の高い営業

体制の構築 

 

■効率的な店舗ネットワーク再構築 

■道内メールカー・バックオフィス共同

化 

      

経営基盤の 

安定化 
 

経済環境の異なる地域にまたがる営業基

盤を包含 

↓ 

より安定性のある資産ポートフォリオを

構築 

 

●広域営業を活かし、地域的業種的に分

散された資産ポートフォリオを構築 

●持株会社により、子銀行・子会社収益

の変動を吸収し、安定資本政策実施 
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６．会社の対処すべき課題 

 グループ各社は、「経営の健全化のための計画」に基づき、消費者ローンや個人預かり資産の増強など、リテール

部門を中心に収益力の強化を図るとともに、店舗統廃合等による経営効率化や資産ポートフォリオの見直し等、財務

体質の強化にも積極的に取り組んでまいりましたことから、平成17年度は収益及び自己資本比率等において計画を上

回る実績となりました。引き続き、地域金融機関としての使命を果たすべく、「経営の健全化のための計画」を着実

に実行し、地域との密接なリレーションシップの維持・強化と安定的収益の確保による揺るぎない財務基盤を確立

し、公的資金の早期返済を目指してまいります。 

 平成18年度は「リテール業務の収益力強化」と「リスク管理態勢の強化」に一層注力してまいります。 

「リテール業務の収益力強化」 

 当社グループの有する北海道、北陸三県、三大都市圏のネットワークと地域密着型営業の両面を活かした「ソ

リューション営業」の推進、あるいは「新たなリテールチャネル展開」等をてことして、法人・個人のお客さま

の資金ニーズの発掘、お取引先層の拡大を実現し、地域シェアの向上を図ってまいります。また、バランスのと

れた収益構造を構築するために、非金利収入比率の拡大を目指し、預かり資産の増強やノウハウを活かしたコン

サルティング業務等を一層拡大してまいります。 

「リスク管理態勢の強化」 

 広域に事業展開する子銀行を健全かつ適切に経営するため、より高いレベルでのリスク管理態勢を構築してま

いります。当社としては、新ＢＩＳ規制（新しい自己資本比率規制）の実施も踏まえ、「計量化した各種リスク

量を自己資本の範囲内にコントロール」する統合リスク管理体制の整備を進め、合理的・効率的な経営を目指し

てまいります。  

 以上の取り組みを着実に進めるとともに、その成果をお示しすることによって、当社の企業価値を向上させ、株

主、お客さまからの評価を向上させてまいりたいと考えております。  

７．親会社等に関する事項 

 当社は、親会社等を有しておりません。 
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３．経営成績及び財政状態 
１．経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油・素材価格の上昇等の影響は一部見受けられますが、景気はおおむね

好調を維持しております。特に企業部門は、好調な企業収益や堅調な内外需要に支えられ、生産活動の増加基調が続

くなど、回復傾向が鮮明になってまいりました。個人部門でも、所得の改善、雇用の安定が個人消費を下支えし、底

堅さを増しております。なお、金融政策では、緩やかな物価上昇などを背景として、量的緩和政策が５年ぶりに解除

されました。 

 当社グループの主要営業地域である北陸三県では、電気機械や医薬品を中心に生産活動は増加基調となっており、

設備投資も高水準で推移しております。個人消費は、大雪被害等により一部に弱い動きがみられたものの、雇用・所

得の回復を受け、底離れしつつあります。公共投資は減少しておりますが、全体としては回復傾向となっておりま

す。北海道においては、公共投資の減少など財政面の圧縮、道内企業の慎重な投資姿勢、個人所得の伸び悩みなどを

背景に、総じてみると足踏み状態で推移いたしました。しかし、全国の景気回復に伴う波及効果もあって、自動車関

連など道外需要向け製造業の高操業持続、道外大手製造業を中心とした設備投資増加、賃貸マンションの着工増、知

床・旭山動物園などへの道外観光客増加、雇用の改善傾向など、持ち直しに向けた動きも徐々に広がってまいりまし

た。 

 このような環境の中、当社グループは、新しい時代の広域地域金融グループとして、北陸銀行・北海道銀行の両行

が持つノウハウ、情報、国内・海外のネットワークなどを最大限に活用し、ビジネスマッチングや問題解決型の金融

サービスの提供、そして地域企業の海外進出支援等を積極的に行ってまいりました。ビジネスマッチングの主な取り

組みとしては、ビジネスフォーラム等を国内で３回開催したほか、地銀３行と共同で、「中国ビジネスマッチング商

談会in上海」を初開催いたしました。また、既に海外進出しているお取引先や進出を検討しているお取引先の情報交

換の場として「上海長城会」「ほくほくＡＳＥＡＮ会」を設立したほか、タイの大手銀行であるカシコーン銀行と業

務提携いたしました。 

 貸出の増強にむけては、地域企業の健全な資金ニーズに対応した円滑な資金供給と地場産業の育成・振興を図るべ

く、中堅・中小企業を対象に取引の裾野を拡げ、新たな資金需要の発掘に努めております。お取引先への訪問頻度の

増加、経営相談会の開催、小規模のお取引先向けに利便性を追求したチャネル開設や新商品の開発等により、新規先

の開拓や既往のお取引先のシェアアップに積極的に取り組んでおります。消費者ローンにつきましては、休日・夜間

のローン相談会の開催、ほくぎんローンプラザ、住宅ローンプラザの充実ならびに住宅ローンキャンペーンの実施等

により、お客さまとの接点の充実や販売力の強化を図っております。 

 経営効率化にむけては、重複するインフラの結合・再編による効率的かつ収益性の高い営業体制の構築を進めてお

り、当連結会計年度においては、北陸銀行網走支店を北海道銀行網走支店に、北海道銀行大阪支店を北陸銀行大阪支

店に業務継承する店舗統廃合を行いました。また、平成18年３月、株式会社横浜銀行と、３行によるシステム共同利

用に関する基本契約を締結いたしました。これにより、それぞれ各行が単独でシステムインフラを構築する場合に比

べ、より効率的かつ迅速に、お客さまのニーズにあった商品・サービスを提供することを目指します。さらに、相互

のＡＴＭ（現金自動預払機）で、預金の引き出しをする際の「他行利用手数料」の無料化を実施するほか、国内での

営業情報提供業務及びお取引先のアジア地域への進出支援業務について提携することでも合意しております。 

 この結果、当社グループの当連結会計年度の連結業績は以下のようになりました。なお、前連結会計年度から北海

道銀行を連結しており、平成16年９月１日以降の北海道銀行の損益を連結しております。 

 連結経常収益は前連結会計年度比377億円増加し2,409億円、連結経常利益は前連結会計年度比210億円増加し482億

円、連結当期純利益は前連結会計年度比155億円増加し268億円となりました。 

 また事業セグメント別では、経常収益は銀行業で前連結会計年度比373億円増加し2,187億円、リース業で前連結会

計年度比10億円減少し182億円、経常利益は銀行業で前連結会計年度比219億円増加し489億円、リース業で前連結会

計年度比１億円減少し10億円となりました。 

 また、当社グループの中核を担う銀行業の損益状況は、本来業務の収益力を表すコア業務純益は、企業の資金需要

に底入れ感が見られるものの、全般的に弱含みで推移したことにより貸出金利息は前期比減少となりましたが、投

信・年金保険などの個人預かり資産の増強による収益力強化等により前期比増益を達成いたしました。また、不良債

権処理損失額は、企業業績の回復基調を受け、大型倒産や不良債権の新規発生が減少したこと、さらには、お取引先

の経営改善が進み、債務者区分が上昇するなどにより、貸倒引当金の取崩しも発生いたしましたことから前期比減少

いたしました。この結果、繰延税金資産の圧縮も行いましたが、経常利益、当期純利益とも前期比増加いたしまし

た。具体的な子銀行の当期の損益は以下の通りであります。 
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 北陸銀行では、コア業務純益は前期比26億円増加し546億円、不良債権処理損失額は、前期比90億円減少し336億円

を計上いたしました。この結果、経常利益は前期比100億円増加し267億円、当期純利益は前期比115億円増加し156億

円となりました。 

 また、北海道銀行ではコア業務純益は前期比31億円増加し370億円となりました。不良債権処理損失額は前期比38

億円減少し129億円となり、経常利益は前期比65億円増加し238億円、当期純利益は前期比23億円増加し134億円とな

りました。 

 当社における当期の業績につきましては、営業収益は前期比57億円増加し135億円、経常利益は前期比58億円増加

し127億円、当期純利益は前期比58億円増加し127億円となりました。 

 なお、平成19年３月期通期の連結ベースの業績につきましては以下の通り予想しております。 

 当社グループでは、「経営の健全化のための計画」を平成16年11月に見直し改めて公表しております。次期の業績

予想は、当期の業績と計画の達成度合、マクロ経済環境に大きな変化はないとの見通しを前提に計画値を予想してお

ります。 

２．財政状態 

(1）資産、負債等の状況 

 貸出金は、企業の資金需要に底入れ感が見られるものの、全般に弱含みで推移したことにより事業性貸出が減少

いたしましたが、住宅系ローンを中心に個人ローンは順調に推移いたしました。なお、従来、貸出金に含めていた

住宅ローン流動化に係る信託受益権等（当連結会計年度末残高1,956億円）は当連結会計年度より買入金銭債権に

含めております。この結果、貸出金の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比43億円減少し、６兆6,782億

円となりました。 

 預金の当連結会計年度末残高は、個人預金は堅調に推移し増加いたしましたが、法人預金の減少を主因として、

前連結会計年度末比1,266億円減少し、８兆1,634億円となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、32億円となり、前連結会計年度比

2,929億円の収入減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得を主因として△1,519

億円となり、前連結会計年度比196億円の支出増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特

約付借入金の返済を主因として△24億円となり、前連結会計年度比139億円の支出増加となりました。この結果、

現金及び現金同等物は期中1,510億円減少し,3,389億円となりました。 

(3）自己資本比率 

 連結自己資本比率（第二基準）は9.00％（速報値）となりました。最近の連結自己資本比率の推移は以下の通り

です。 

連結経常収益 連結経常利益 連結当期純利益 

230,000百万円 60,000百万円 35,000百万円 

  （単位：億円）

 
17年３月末 18年３月末 

 （速報値）

 ＴｉｅｒⅠ 3,141 3,367 

 ＴｉｅｒⅡ 1,258 1,316 

 控除項目 3 2 

自己資本額 4,397 4,681 

リスクアセット 52,724 52,007 

連結自己資本比率 

（第二基準） 
8.33％ 9.00％ 
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３．事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性のあると考えられる主な事項を記

載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社グル

ープの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載

しております。 

 当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針

でありますが、投資家が投資判断を行うに際しては、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討

した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項を全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。 

 また、本項においては、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、本資料提出日現在において判断したもので

あります。  

(1)年金債務 

 当社グループの年金資産の時価が下落した場合、当社グループの年金資産の運用利回りが低下した場合、又は

予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性が

あります。また、制度内容の変更により未認識の過去勤務債務が発生する可能性があります。金利環境の変動そ

の他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額に悪影響を与える可能性があります。 

(2)地域への依存 

 当社グループは北陸三県、北海道を主要な営業基盤としており、与信ポートフォリオにおいても、大きな割合

を占めています。これらの地域の経済状態が悪化した場合には、貸倒の増加や担保価値の下落等により、当社グ

ループの不良債権や与信費用が増加する可能性があります。 

(3)不良債権問題 

①不良債権の状況 

 当社グループは、バブル経済の崩壊以降、不良債権を処理し資産の健全化を進めておりますが、企業を取り

巻く経営環境は依然として予断を許さない状況にあり、当社グループの貸出先企業の経営状況いかんによって

は、不良債権及び与信費用が増加する可能性があります。 

②貸倒引当金の状況 

 当社グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づい

て、貸倒引当金を計上しておりますが、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し

た場合、貸倒引当金が不十分となることもあり得ます。また、経済情勢全般の悪化による担保価値の下落やそ

の他の予期せざる事情の発生により、貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなる可能性があります。 

③貸出先への対応 

 当社グループは、貸出先に債務不履行等が生じた場合において、回収の効率・実効性の観点から、当社グル

ープが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合があります。また、貸出先の支援の

ために債権放棄等を行う場合もあります。この結果、与信費用等が増加する可能性があります。 

④権利行使の困難性 

 当社グループは、不動産市場や有価証券市場における流動性の欠如や価格の下落等の事情により、担保権を

設定した不動産や有価証券を換金し、または貸出先の有する資産に対して強制執行することが事実上できない

可能性があります。この場合、与信費用等が増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。 

(4)市場リスク 

①株価下落のリスク 

 当社グループは市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に

減損又は評価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く可能性があります。 

②市場取引、投資活動に伴うリスク 

 当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う市場取引及び投資活動を行っており、金

利、為替レート、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の

価値に悪影響を及ぼすほか、損失を被る可能性があります。 

③為替リスク 

 当社グループの業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円価換

算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資

産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び

業績は悪影響を受ける可能性があります。 
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(5)自己資本比率 

①自己資本比率が悪化するリスク 

 当社グループは、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める

件」（平成10年大蔵省告示第62号）に定められる第二基準（国内基準）以上に維持しなければなりません。ま

た、当社の銀行子会社も、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき自己

資本比率の基準を定める件」（平成５年大蔵省告示第55号）に定められる国内基準以上に維持しなければなり

ません（現時点におけるこれらの国内基準は４％となっております。）。 

 当社及び銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、当局から指導や命令を受けるこ

ととなります。当社グループの自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。 

・不良債権の処分に際して生じうる与信関係費用の増加 

・債務者の信用力の悪化に際して生じうる与信関係費用の増加 

・有価証券ポートフォリオの価値の低下 

・銀行又は銀行持株会社の自己資本比率の基準及び算定方法の変更 

・為替レートの不利益な変動 

・本項記載のその他の不利益な展開 

②繰延税金資産 

 現時点におけるわが国の会計基準に基づき、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果として

繰延税金資産を貸借対照表に計上することが認められております。また、現時点の自己資本比率規制において

は、繰延税金資産はその全額が自己資本の額に含まれます。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する

さまざまな予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。当社グ

ループは、将来の課税所得の予測に基づき、回収が見込まれないと判断した繰延税金資産については計上して

おりませんが、将来の課税所得の予測・仮定に基づいて、当社又は子会社が繰延税金資産の一部又は全部の回

収が一層困難になると判断した場合、当社グループの繰延税金資産は減額され、その結果、当社グループの業

績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く可能性があります。 

 なお、銀行及び銀行持株会社の自己資本比率告示の改正により、主要行を対象に、自己資本比率規制におけ

る自己資本のうち、基本的項目（TierⅠ）に占める繰延税金資産の割合（上限）を平成18年３月末以降40％、

平成19年３月末以降30％、平成20年３月末以降20％と段階的に引き下げることが定められました。当社グルー

プは、規制の対象ではありませんが、将来的に対象範囲が地域金融機関にも拡大される可能性があり、その場

合、当社グループの自己資本比率に影響を与える要因となります。また、規制の対象にならないとしても、市

場やマスメディア等により一般的な評価指標と認識される可能性があり、その場合、当社グループの業務運営

や業績及び財務状況に影響を与える、ないしは当社の株価に影響を与える可能性があります。 

③劣後債務 

 一定の要件を満たす劣後債務は、自己資本比率の算出において補完的項目として一定限度で自己資本の額に

算入することができます。当社グループは、既存の劣後債務の自己資本への算入期限到来に際し、同等の条件

の劣後債務に借り換えることができない可能性があります。かかる場合、当社グループの自己資本の額は減少

し、自己資本比率の低下を招く可能性があります。 

④新ＢＩＳ規制 

 バーゼル銀行監督委員会の自己資本比率規制の内容変更に伴い、日本においても新規制(いわゆる新ＢＩＳ

規制)が平成19年3月期から導入されます。新ＢＩＳ規制においては、現行と比較して、自己資本比率算定の分

母を構成する信用リスクアセットの算定区分がより精緻化されるとともに、事務事故や不正行為等から生じる

オペレーショナル・リスクについても新たに比率算定の要素として加えられる見込みです。新ＢＩＳ規制の導

入に伴い、当社グループの自己資本比率が変動する可能性があります。 

(6)公的資金 

 当社は、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づき、公的資金による資本増強を行っ

ており、これに伴い「経営の健全化のための計画」を金融庁に提出しております。当社では同計画の達成に向け

て財務基盤の強化に全力を挙げてまいりますが、公的資金を返済するまでの間に、その履行状況が不十分な場合

は、当局より業務改善命令等の措置を受ける可能性があります。 

 本資料提出日現在における公的資金残高は1,200億3千万円（全て優先株式）であり、政府機関である株式会社

整理回収機構が保有しております。優先株式が普通株式に転換された場合、同機構を通じた政府による当社グル

ープの経営への関与が生じる可能性があるほか、当社の発行済普通株式数が増加すること等により既発行普通株

式の希薄化が生じ、その結果、当社の株価に影響を与える可能性があります。 
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(7)格付にかかるリスク 

 外部格付機関が当社グループに帰属する会社の格付けを引き下げた場合、資金調達費用の増加や資金繰りの困

難を招く可能性があります。その結果、当社グループの業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす、ないし

は当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(8)資金調達・流動性に関するリスク 

 当社グループの業績や財務状況の悪化等が発生した場合、あるいは日本の景気悪化や金融システム不安等によ

り資金調達市場そのものが縮小した場合には、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされ、当社グ

ループの業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(9)事務リスク・システムリスク 

 当社グループは、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、証券・信託・資産運用など幅広い業務を行ってお

ります。これら多様な業務の遂行に際して、役職員により不正確な事務、あるいは不正や過失等に起因する不適

切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。 

 また、当社グループは、営業店、ＡＴＭ及び他行と結ぶオンラインシステムや顧客情報等を蓄積している情報

系システムを保有しております。日頃よりシステムの安定稼動に努め、セキュリティポリシーに則った情報管理

を行っているほか、大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定し、システムダウンや

誤作動等の障害が発生しても安全かつ確実に業務を継続できる体制を整備しております。しかしながら、万一、

重大なシステム障害が発生した場合は、当社グループの業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

(10)規制変更のリスク 

 当社グループは、現時点の規制（法律、規則、政策、実務慣行等）に従って業務を遂行しております。このた

め将来における規制変更が当社グループの業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 特に、将来の会計制度等の変更内容や対応によってはコストの増加につながる可能性があります。例えば、現

在企業会計審議会で検討されている内部統制の有効性評価が義務化された場合、この内部統制の設計・構築・維

持のために経営資源の投入を少なからず要し、結果的に多大なコストを必要とする場合があります。また、平成

17年度より、固定資産の減損に係る会計基準が全面適用されており、当社グループでも、同会計基準に則り減損

処理を行っておりますが、今後の経済環境や地価の動向によっては、更なる減損処理を必要とする場合がありま

す。 

(11)風評リスク 

 当社グループや金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット

上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、その内容の正確性にかかわらず、当社グループの業

務運営や業績及び財務状況、ないしは当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(12)コンプライアンスリスク 

 当社グループは、コンプライアンスを重要な経営課題として、規定及び体制の整備に努めておりますが、法令

等遵守状況が不十分であった場合や将来的な法令等の変更により、当社グループの業務運営や業績等に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

 なお、本資料提出日現在において、当社グループの経営に重要な影響を及ぼす訴訟はありません。 

(13)個人情報等の漏洩にかかるリスク 

 平成17年４月から個人情報保護法が全面施行され、個人情報の取り扱いが厳格化されました。当社グループは

膨大な顧客情報を保有しております。これらの情報の管理については、当社グループとしての基本方針及び管理

規定を制定し、適切な管理体制を構築する等、万全を期しておりますが、悪意のある第三者によるコンピュータ

への侵入、役職員及び委託先の人為的ミス、事故等により顧客情報が外部に漏洩した場合、顧客の経済的・精神

的損害に対する損害賠償等、直接的な損害が発生する可能性がある他、当社グループの風評リスクが顕在化する

等、当社グループの業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(14)ビジネス戦略が奏功しないリスク 

 当社グループは、収益力強化のために様々なビジネス戦略を実施していますが、以下に述べるものをはじめと

する様々な要因が生じた場合には、当初想定していた成果を生まない可能性があります。 

・貸出ボリュームの増大が期待通り進まないこと 

・既存の貸出について期待通りの利鞘拡大が進まないこと 

・競争状況や市場環境により、収益が期待通りの成果とならないこと 

・経費削減等の効率化が期待通りに進まないこと 

・リスク管理での想定を超える市場の変動等により、有価証券運用が期待通りの成果を挙げられないこと 

・業務範囲の拡大等に伴う新たなリスクが発生すること 

・当社グループ内外でのシステム統合が期待通り進まない、あるいは期待通りの成果を挙げられないこと 

・有能な人材の確保ができなくなること 
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(15)持株会社のリスク 

 当社は銀行持株会社ですので、当社の収入の大部分は当社が直接保有している銀行子会社等が当社に対して支

払う配当からなっております。一定の状況下では、様々な規制上の制限等により、当社の銀行子会社等が当社に

支払うことができる配当の金額が制限される場合があります。また、銀行子会社等が十分な利益を計上すること

ができず、当社に対して配当を支払えない状況が生じた場合には、当社は配当を支払えなくなる可能性がありま

す。 
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連結財務諸表等 
(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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 

増減 

（百万円） 

（資産の部）         

現金預け金  498,350 5.30 346,805 3.64 △151,545 

コールローン及び買入手形  80,020 0.85 － － △80,020 

買入金銭債権   22,367 0.24 215,361 2.26 192,994 

特定取引資産   9,611 0.10 9,467 0.10 △144 

金銭の信託  23,964 0.26 25,422 0.27 1,457 

有価証券 ※1,8 1,559,963 16.60 1,749,069 18.34 189,106 

貸出金 

※ 

2,3, 

4,5, 

6,7, 

8,9 

6,682,643 71.10 6,678,269 70.03 △4,373 

外国為替 ※６ 19,835 0.21 14,816 0.15 △5,018 

その他資産 ※８ 101,490 1.08 126,901 1.33 25,410 

動産不動産 

※ 

8,10, 

11,12 

120,221 1.28 116,291 1.22 △3,929 

繰延税金資産  124,444 1.32 101,880 1.07 △22,563 

連結調整勘定  40,413 0.43 39,968 0.42 △444 

支払承諾見返  277,471 2.95 271,390 2.85 △6,081 

貸倒引当金  △162,123 △1.72 △160,015 △1.68 2,107 

 資産の部合計  9,398,673 100.00 9,535,627 100.00 136,954 
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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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 

増減 

（百万円） 

（負債の部）        

預金 ※８ 8,290,022 88.21 8,163,408 85.61 △126,613 

譲渡性預金  21,790 0.23 40,477 0.43 18,687 

コールマネー及び売渡手形 ※８ 124,900 1.33 317,500 3.33 192,600 

債券貸借取引受入担保金 ※８ 109,148 1.16 107,877 1.13 △1,271 

特定取引負債  1,010 0.01 755 0.01 △254 

借用金 ※13 52,647 0.56 34,754 0.36 △17,893 

外国為替  228 0.00 345 0.00 116 

社債 ※14 52,730 0.56 71,220 0.75 18,490 

その他負債  68,673 0.73 100,418 1.05 31,745 

賞与引当金  23 0.00 24 0.00 0 

退職給付引当金  11,241 0.12 11,831 0.12 590 

再評価に係る繰延税金負債 ※10 7,596 0.08 9,159 0.10 1,563 

支払承諾  277,471 2.95 271,390 2.85 △6,081 

 負債の部合計  9,017,483 95.94 9,129,162 95.74 111,679 

（少数株主持分）        

少数株主持分  439 0.00 451 0.00 11 

（資本の部）            

資本金 ※15 50,000 0.53 50,000 0.52 － 

資本剰余金 ※17 272,412 2.90 272,576 2.86 164 

利益剰余金  35,586 0.38 57,542 0.60 21,956 

土地再評価差額金 ※10 11,192 0.12 9,063 0.10 △2,128 

その他有価証券評価差額金  11,825 0.13 17,136 0.18 5,310 

自己株式 ※16 △264 △0.00 △303 △0.00 △39 

 資本の部合計  380,750 4.06 406,014 4.26 25,263 

負債、少数株主持分及び資本の

部合計 
 9,398,673 100.00 9,535,627 100.00 136,954 
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(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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％） 
金額（百万円） 

百分比

（％） 

増減 

（百万円） 

経常収益  203,200 100.00 240,986 100.00 37,785 

資金運用収益  124,981  150,862  25,880 

貸出金利息  111,408  126,114  14,706 

有価証券利息配当金  12,109  18,671  6,562 

コールローン利息及び買入

手形利息 
 62  47  △14 

買現先利息  2  7  4 

預け金利息  305  208  △96 

その他の受入利息  1,093  5,812  4,719 

役務取引等収益  33,250  43,085  9,835 

特定取引収益  3,215  1,159  △2,055 

その他業務収益  30,165  33,136  2,970 

その他経常収益  11,587  12,742  1,154 

経常費用  175,974 86.60 192,700 79.96 16,725 

資金調達費用  9,914  13,617  3,703 

預金利息  5,704  7,922  2,218 

譲渡性預金利息  12  29  17 

コールマネー利息及び売渡

手形利息 
 1  12  10 

債券貸借取引支払利息  439  637  197 

借用金利息  1,348  1,084  △264 

社債利息  829  1,523  694 

その他の支払利息  1,578  2,407  829 

役務取引等費用  8,511  10,999  2,488 

その他業務費用  17,175  16,609  △565 

営業経費  78,697  94,083  15,385 

その他経常費用  61,676  57,390  △4,285 

貸倒引当金繰入額  48,192  43,477  △4,714 

その他の経常費用 ※１ 13,484  13,913  428 

経常利益  27,226 13.40 48,285 20.04 21,059 

特別利益  153 0.08 624 0.26 470 

動産不動産処分益  0  336  335 

償却債権取立益  122  85  △37 

その他の特別利益  30  202  172 
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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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比

（％） 

増減 

（百万円） 

        

特別損失  2,692 1.33 2,339 0.97 △353 

動産不動産処分損  2,675  652  △2,022 

減損損失 ※２ －  1,020  1,020 

前期損益修正損  －  631  631 

その他の特別損失  17  34  17 

税金等調整前当期純利益  24,687 12.15 46,571 19.33 21,883 

法人税、住民税及び事業税  923 0.45 695 0.29 △228 

法人税等調整額  12,426 6.12 18,989 7.88 6,563 

少数株主利益  89 0.04 49 0.02 △40 

当期純利益  11,248 5.54 26,837 11.14 15,589 

        

  
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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 

（資本剰余金の部）      

資本剰余金期首残高  105,408 272,412 167,003 

資本剰余金増加高  167,003 164 △166,839 

自己株式処分差益  190 164 △25 

株式交換による増加高  166,813 － △166,813 

資本剰余金期末残高  272,412 272,576 164 

      

（利益剰余金の部）      

利益剰余金期首残高  27,228 35,586 8,357 

利益剰余金増加高  12,146 27,174 15,027 

当期純利益  11,248 26,837 15,589 

土地再評価差額金取崩に伴う

増加額 
 896 336 △559 

株式交換による増加高  2 － △2 

利益剰余金減少高  3,789 5,218 1,428 

配当金  3,786 5,218 1,431 

持分法適用会社増加に伴う減

少高 
 2 － △2 

利益剰余金期末残高  35,586 57,542 21,956 
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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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（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  24,687 46,571 21,883 

減価償却費  15,352 15,197 △155 

減損損失  ── 1,020 1,020 

連結調整勘定償却額  1,085 1,961 875 

持分法による投資損益

（△） 
 △0 133 133 

貸倒引当金の増加額  △31,241 △10,222 21,019 

賞与引当金の増加額  0 0 △0 

退職給付引当金の増加額  181 553 372 

資金運用収益  △124,981 △150,862 △25,880 

資金調達費用  9,914 13,617 3,703 

有価証券関係損益（△）  △3,489 △7,591 △4,102 

金銭の信託の運用損益

（△） 
 △129 △232 △102 

為替差損益（△）  191 △1,485 △1,676 

動産不動産処分損益（△）  2,674 316 △2,358 

特定取引資産の純増（△）

減 
 809 144 △665 

特定取引負債の純増減

（△） 
 63 △254 △317 

貸出金の純増（△）減  16,205 10,964 △5,241 

預金の純増減（△）  △39,646 △113,791 △74,144 

譲渡性預金の純増減（△）  5,730 18,687 12,957 

借用金（劣後特約付借入金

を除く）の純増減（△） 
 △75 △4,893 △4,817 

預け金（日銀預け金を除

く）の純増（△）減 
 7,299 507 △6,792 

コールローン等の純増

（△）減 
 122,006 △112,973 △234,980 

コールマネー等の純増減

（△） 
 111,100 192,600 81,500 

債券貸借取引受入担保金

の純増減（△） 
 62,666 △1,271 △63,937 

外国為替（資産）の純増

（△）減 
 △5,149 5,018 10,168 

外国為替（負債）の純増

減（△） 
 24 116 91 

普通社債の発行・償還に

よる純増減（△） 
 △20 △10 10 

資金運用による収入  119,725 132,992 13,266 

資金調達による支出  △9,214 △15,658 △6,443 

その他  11,423 △17,215 △28,638 

小計  297,193 3,940 △293,252 

法人税等の支払額  △1,020 △704 316 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 296,172 3,236 △292,935 
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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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 

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  △524,663 △616,429 △91,765 

有価証券の売却による収入  257,822 302,422 44,599 

有価証券の償還による収入  126,765 149,320 22,554 

金銭の信託の増加による

支出 
 △1,420 △1,608 △188 

金銭の信託の減少による

収入 
 2,000 － △2,000 

投資活動としての資金運

用による収入 
 8,170 18,947 10,776 

動産不動産の取得による

支出 
 △2,081 △3,309 △1,228 

動産不動産の売却による

収入 
 1,149 1,095 △54 

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による

支出 

※２ － △2,384 △2,384 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △132,256 △151,946 △19,690 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
     

劣後特約付借入による収入  － 9,000 9,000 

劣後特約付借入金の返済

による支出 
 △4,000 △22,000 △18,000 

劣後特約付社債の発行に

よる収入 
 20,000 20,000 － 

劣後特約付社債の償還に

よる支出 
 － △1,500 △1,500 

財務活動としての資金調

達による支出 
 △1,984 △2,687 △703 

配当金支払額  △3,786 △5,218 △1,431 

少数株主への配当金支払額  △53 △57 △4 

自己株式の取得による支出  △176 △248 △72 

自己株式の売却による収入  1,571 300 △1,271 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 11,570 △2,412 △13,982 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 △1 62 64 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  175,485 △151,059 △326,544 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 184,308 489,969 305,661 

Ⅶ 株式交換による現金及び現

金同等物の増加高 
※３ 130,175 － △130,175 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末

残高 
 489,969 338,909 △151,059 

      

- 16 -



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 14社 (1）連結子会社 15社

  主要な連結子会社名は、１．企業集団の状況

に記載しているため省略しました。 

 株式会社北海道銀行が、当連結会計年度にお

いて株式交換により連結子会社となりました。

これに伴い、株式会社北海道銀行の子会社であ

る道銀ビジネスサービス株式会社も連結子会社

となりました。（損益は、平成16年９月１日以

降の期間のみ連結しております。） 

 また、株式会社北銀コーポレートは当連結会

計年度において、株式会社北陸銀行が新たに設

立し連結子会社となりました。 

 主要な連結子会社名は、１．企業集団の状況

に記載しているため省略しました。 

 道銀カード株式会社は、当連結会計年度にお

いて、株式会社北海道銀行が株式を追加取得

し、連結子会社となりました。 

  

 (2）非連結子会社 なし (2）非連結子会社 なし

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社 ２社 (1）持分法適用の関連会社 １社

会社名  

  北陸キャピタル株式会社 

  道銀カード株式会社 

 道銀カード株式会社については、当連結会計

年度において、株式会社北海道銀行が株式交換

により連結子会社となりましたことに伴い、関

連会社となりました。また、北陸キャピタル株

式会社は当連結会計年度より持分法適用の関連

会社となりました。  

会社名  

  北陸キャピタル株式会社 

   

 道銀カード株式会社については、平成18年３

月に関連会社から連結子会社になりました。 

 当連結会計年度の道銀カード株式会社の損益

については、持分法を適用しております。 

(2）持分法非適用の関連会社 なし (2）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 

(1）連結子会社の決算日は次のとおりでありま

す。 

(1）連結子会社の決算日は次のとおりでありま

す。 

 ３月末日 12社

12月末日 ２社

３月末日 13社

12月末日 ２社

 (2）連結子会社の決算日が連結決算日と異なる２

社については、連結決算日に実施した仮決算に

基づく財務諸表により連結しております。 

(2） 

同左 

４．資本連結手続に関する事項   株式会社北海道銀行は、平成16年９月１日に

株式交換制度を利用して当社の完全子会社とな

りました。  

 この株式交換に係る資本連結手続きは、「株

式交換及び株式移転制度を利用して完全親子関

係を創設する場合の資本連結手続き」（日本公

認会計士協会会計制度委員会研究報告第６号）

に準拠し、パーチェス法により処理を行ってお

ります。 

───── 
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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） 

５．会計処理基準に関する事項 (1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費

用の計上基準 

(1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費

用の計上基準 

  金利、通貨の価格、有価証券市場における相

場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の

格差等を利用して利益を得る等の目的（以下

「特定取引目的」）の取引については、取引の

約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定

取引資産」及び「特定取引負債」に計上すると

ともに、当該取引からの損益を連結損益計算書

上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計

上しております。 

 同左 

  特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有

価証券及び金銭債権等については連結決算日の

時価により、スワップ・先物・オプション取引

等の派生商品については連結決算日において決

済したものとみなした額により行っておりま

す。 

 

  また、特定取引収益及び特定取引費用の損益

計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有

価証券、金銭債権等については前連結会計年度

末と当連結会計年度末における評価損益の増減

額を、派生商品については前連結会計年度末と

当連結会計年度末におけるみなし決済からの損

益相当額の増減額を加えております。 

 

 (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株

式については連結決算期末前１カ月の市場価

格の平均に基づく価格、それ以外については

連結決算日における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）金銭の信託において信託財産を構成して

いる有価証券の評価は、上記(1)及び(2)

(イ）と同じ方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（特定取引目的の取引を除

く）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 

 当社及び銀行業を営む連結子会社の動産不動

産は、動産については定率法、不動産について

は主として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。 

(4）減価償却の方法 

①動産不動産 

同左 

  

 建物 ： ６年～50年 

動産 ： ３年～20年 

 

  銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社の

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。 

  

 ②リース資産 

 リース期間を償却年数とし、リース期間満了

時のリース資産の見積処分価額を残存価額とす

る定額法により償却しております。 

 なお、顧客の事故等に備えるため、減価償却

費を追加計上しており、当連結会計年度におけ

る当該減価償却費は７百万円、その累計額は

185百万円であります。 

②リース資産 

 リース期間を償却年数とし、リース期間満了

時のリース資産の見積処分価額を残存価額とす

る定額法により償却しております。 

 なお、顧客の事故等に備えるため、減価償却

費を追加計上しており、当連結会計年度におけ

る当該減価償却費はありませんが、その累計額

は116百万円であります。 

 ③ソフトウエア 

 自社利用のソフトウエアについては、連結子

会社で定める利用可能期間（主として６年）に

基づく定額法により償却しております。 

③ソフトウエア 

同左 

 (5）貸倒引当金の計上基準 

 銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、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。 

(5）貸倒引当金の計上基準 

 銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、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、一定の種類ごとに分類し、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。 

 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、一定の種類ごとに分類し、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。 
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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） 

  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、その査定結果により上記の引当を行

っております。 

 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、その査定結果により上記の引当を行

っております。 

  当社及び銀行業を営む連結子会社以外の連結

子会社においても同様に資産の自己査定を行

い、必要な引当を行っております。 

 当社及び銀行業を営む連結子会社以外の連結

子会社においても同様に資産の自己査定を行

い、必要な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205,143百

万円であります。 

 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178,907百

万円であります。 

 (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に備え

るため、従業員に対する賞与の支払見込額のう

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。 

(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（９年）による

定額法により損益処理 

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（８年又は９

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（９年）による定額法により按分した額

を、それぞれ翌連結会計年度から損益処理 

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（８年又は９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（28,464百万円）

については、15年による按分額を費用処理して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異（28,464百万円）

については、15年による按分額を費用処理して

おります。 

 (8）外貨建資産・負債の換算基準 

 外貨建資産・負債については、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 

 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 
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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） 

 (10）重要なヘッジ会計の方法 

 （イ）金利リスク・ヘッジ 

 銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債

から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の

方法として、一部の資産・負債について、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる「個

別ヘッジ」を適用し、繰延ヘッジによる会計

処理あるいは金利スワップの特例処理を行っ

ております。 

(10）重要なヘッジ会計の方法 

 （イ）金利リスク・ヘッジ 

同左 

  なお、貸出金・預金等の多数の金融資産・

負債から生じる金利リスクをデリバティブ取

引を用いて総体で管理する「マクロヘッジ」

については、平成14年４月にヘッジ会計の適

用を中止し、ヘッジ会計の適用を中止するま

で繰り延べていたヘッジ手段にかかる損益又

は評価差額（△5,088百万円）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）の規定に基づ

き、ヘッジ手段の残存期間（4.5年）にわたり

損益配分しております。 

  

  （ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

 銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資

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）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

る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワ

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。 

 （ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

同左 

  銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社

においては、デリバティブ取引によるヘッジ

を行っておりません。  

  

 (11）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税（以下、消費税等と

いう）の会計処理は、税抜方式によっており

ます。ただし、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。 

(11）消費税等の会計処理 

同左 

６．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については、全面

時価評価法を採用しております。 

同左 

７．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、５年間又は

20年間で均等償却を行っております。 

同左 

８．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、連結会計年度において

確定した利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

９．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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 

表示方法の変更 

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） 

───── （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1,020百万円減少しており

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。 

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） 

（連結貸借対照表・連結損益計算書関係） 

 従来、投資事業有限責任組合並びに民法上の組合及び匿名組合の

うち投資事業有限責任組合に類するものの出資持分は、「その他資

産」中のその他の資産に含めて表示しておりましたが、「証券取引

法等の一部を改正する法律」（平成16年６月９日法律第97号）によ

り当該出資持分が証券取引法上の有価証券と定義されたことに伴

い、当連結会計年度から「有価証券」中のその他の証券に含めて表

示しております。また、当該組合の営業により獲得した損益の持分

相当額については、従来、「その他経常収益」中のその他の経常収

益に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度から「資金運用

収益」中の「有価証券利息配当金」に含めて表示しております。 

───── 

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） 

（外形標準課税） 

 「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、「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。 

（貸出金・買入金銭債権関係） 

 前連結会計年度末において貸出金に含めていた住宅ローン流動化

に係る信託受益権は、今後、経営管理上の重要性が高まると考えら

れるため、当連結会計年度より買入金銭債権に含めております。な

お、当該信託受益権の残高は前連結会計年度末は182,298百万円、当

連結会計年度末は195,654百万円であります。 
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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．有価証券には、関連会社の株式356百万円を含んでおります。 ※１．有価証券には、関連会社の株式549百万円を含んでおります。 

※２．貸出金のうち、破綻先債権額は41,832百万円、延滞債権額は

295,960百万円であります。 

 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、破綻先債権額は28,706百万円、延滞債権額は

285,988百万円であります。 

 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。 

※３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は632百万円でありま

す。 

 なお、３カ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、３カ月以上延滞債権額は92百万円でありま

す。 

 なお、３カ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。 

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は132,142百万円でありま

す。 

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は84,809百万円でありま

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り決めを行

った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

 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カ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カ月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は470,567百万円であります。 

 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。 

※５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は399,597百万円であります。 

 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銀行引受手形、商業手形、荷付為替

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、

151,243百万円であります。 

※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銀行引受手形、商業手形、荷付為替

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、

140,124百万円であります。 

───── ※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、1,000百万円であります。 

※８．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※８．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 289,847百万円 

貸出金 151,803百万円 

担保資産に対応する債務   

預金 61,889百万円 

債券貸借取引受入担保金 109,148百万円 

売渡手形 124,900百万円 

担保に供している資産   

有価証券 365,791百万円 

貸出金 223,749百万円 

担保資産に対応する債務   

預金 63,007百万円 

債券貸借取引受入担保金 107,877百万円 

売渡手形 287,500百万円 
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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） 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠

金等の代用として、有価証券181,657百万円、その他資産19百万

円を差し入れております。 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠

金等の代用として、有価証券170,789百万円、その他資産43百万

円を差し入れております。 

 また、動産不動産のうち保証金権利金は5,845百万円でありま

す。 

 また、動産不動産のうち保証金権利金は5,961百万円、その他

資産のうち先物取引差入証拠金は51百万円であります。 

※９．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

貸し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、2,146,119百万円であります。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2,143,273百万円あります。 

※９．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、2,217,529百万円であります。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2,202,243百万円あります。 

 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社及び連

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、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

約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続きに基づき顧

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。 

 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社及び連

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、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

約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続きに基づき顧

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。 

※10．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、株式会社北陸銀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。 

※10．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、株式会社北陸銀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 

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号に定める算定方法に基づき、地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算基礎となる土地の価

額（路線価）を基準として時価を算出しております。 

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号に定める算定方法に基づき、地価

税法に規定する地価税の課税価格の計算基礎となる土地の価

額（路線価）を基準として時価を算出しております。 

 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 

 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 

 20,395百万円  21,905百万円 

※11．動産不動産の減価償却累計額 ※11．動産不動産の減価償却累計額 

 100,174百万円  101,638百万円 

───── ※12．動産不動産の圧縮記帳額 

  3,908百万円 

                （当連結会計年度圧縮記帳額 －百万円） 

※13．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41,000百万円が含まれており

ます。 

※13．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28,000百万円が含まれており

ます。 
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（連結損益計算書関係） 

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） 

※14．社債のうち、劣後保証付永久劣後債は26,500百万円、劣後保

証付期限付劣後債は5,400百万円、劣後特約付期限付劣後債は

20,000百万円であります。 

※14．社債のうち、劣後保証付永久劣後債は26,500百万円、劣後保

証付期限付劣後債は3,900百万円、劣後特約付期限付劣後債は

40,000百万円であります。 

※15．当社の発行済株式総数 ※15．当社の発行済株式総数 

普通株式 1,286,630千株 

第１種優先株式 150,000千株 

第４種優先株式 79,000千株 

第５種優先株式 107,432千株 

普通株式 1,286,630千株 

第１種優先株式 150,000千株 

第４種優先株式 79,000千株 

第５種優先株式 107,432千株 

※16．連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する当社の株

式の数 

※16．連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する当社の株

式の数 

普通株式 1,126千株 普通株式 942千株 

───── ※17．当社は、旧商法第289条第２項の規定に基づき、当連結会計年

度中に資本準備金120,000百万円を取り崩しております。なお、

これに伴う資本剰余金への影響はありません。 

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2,813百万円、株式等償却

2,541百万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837百万円、株式等償却572

百万円、債権売却損6,858百万円を含んでおります。 

  ※２．当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上

しております。 

 廃止予定店舗１カ店は、減損損失計上時は廃止予定であり、当

連結会計年度に廃止した店舗であります。 

 銀行業を営む連結子会社は、営業用店舗については、キャッシ

ュ・フローの相互補完性に基づき一定の地域別に区分した営業用

店舗エリアを基礎とする管理会計上の区分をグルーピングの単位

としており、本部、コンピューターセンター、寮・社宅、厚生施

設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないこ

とから共用資産としております。不動産賃貸業を営む連結子会社

は各賃貸不動産を各々独立したグルーピングの単位としておりま

す。上記以外の子会社について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。なお、処分予定資産及び遊休資産につ

いては、各社、各資産単位でグルーピングしております。 

 移転による廃止予定店舗及び地価の下落等により投資額の回収

が見込めなくなった遊休資産について減損損失を計上いたしてお

りますが、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価

額であります。正味売却価額は「不動産鑑定評価基準（国土交通

省、平成14年７月３日改正）」等に基づき算定しております。 

地域 主な用途 種類 
減損損失 

（百万円） 

 北海道 

 廃止予定店舗  
 土地 356 

  1カ店 

 遊休資産  
 建物 23 

12カ所 

 北陸三県 
 遊休資産  土地 506 

 13カ所  建物 11 

 その他 
 遊休資産  土地 65 

 ７カ所  建物 58 
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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） 

１ 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 

１ 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 498,350百万円 

預け金（日本銀行預け金を除く） △8,381百万円 

現金及び現金同等物 489,969百万円 

現金預け金勘定 346,805百万円 

預け金（日本銀行預け金を除く） △7,895百万円 

現金及び現金同等物 338,909百万円 

───── ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

 株式の取得により新たに道銀カード株式会社を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに道銀カード株式会社

株式の取得価額と道銀カード株式会社取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

 資産 15,879百万円

連結調整勘定 1,516百万円

負債 △15,011百万円

道銀カード株式会社株式の取得価額 2,384百万円

道銀カード株式会社現金及び現金同等物 △0百万円

差引：道銀カード株式会社取得のための支出 2,384百万円

※３ 株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

 株式交換により新たに株式会社北海道銀行を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

───── 

 資産合計 3,461,356百万円

 負債合計 3,336,642百万円

 

 ４ 重要な非資金取引の内容 

 株式交換による資本剰余金増加額 

166,813百万円 

───── 
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① リース取引 

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） 

 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 

（借手側） 

 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 

（借手側） 

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末

残高相当額 

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び年度末残高相当額 

取得価額相当額   

動産 1,530百万円 

その他 －百万円 

合計 1,530百万円 

減価償却累計額相当額   

動産 360百万円 

その他 －百万円 

合計 360百万円 

年度末残高相当額   

動産 1,169百万円 

その他 －百万円 

合計 1,169百万円 

取得価額相当額   

動産 1,662百万円 

その他 841百万円 

合計 2,504百万円 

減価償却累計額相当額   

動産 466百万円 

その他 294百万円 

合計 761百万円 

年度末残高相当額   

動産 1,195百万円 

その他 547百万円 

合計 1,742百万円 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料年度末残高が有形固定

資産の年度末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法によっております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料年度末残高が有形固定

資産の年度末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法によっております。 

・未経過リース料年度末残高相当額 ・未経過リース料年度末残高相当額 

１年内 259百万円 

１年超 909百万円 

合計 1,169百万円 

１年内 358百万円 

１年超 1,384百万円 

合計 1,742百万円 

（注）未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料年度

末残高が有形固定資産の年度末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

（注）未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料年度

末残高が有形固定資産の年度末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

・支払リース料及び減価償却費相当額 ・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払リース料 152百万円 

減価償却費相当額 152百万円 

支払リース料 299百万円 

減価償却費相当額 299百万円 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。 

───── （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。  
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② 有価証券 

※１．連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金

銭債権」中のコマーシャルペーパー及び信託受益権等も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」については該当ありません。 

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） 

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） 

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） 

（貸手側） 

・リース物件の取得価額、減価償却累計額及び年度末残高 

（貸手側） 

・リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び年

度末残高 

取得価額   

動産 47,339百万円 

その他 7,949百万円 

合計 55,288百万円 

減価償却累計額   

動産 23,373百万円 

その他 3,666百万円 

合計 27,040百万円 

年度末残高   

動産 23,965百万円 

その他 4,282百万円 

合計 28,247百万円 

取得価額   

動産 43,975百万円 

その他 7,947百万円 

合計 51,923百万円 

減価償却累計額   

動産 21,854百万円 

その他 3,794百万円 

合計 25,648百万円 

年度末残高   

動産 22,121百万円 

その他 4,153百万円 

合計 26,275百万円 

・未経過リース料年度末残高相当額 ・未経過リース料年度末残高相当額 

１年内 11,157百万円 

１年超 19,989百万円 

合計 31,147百万円 

１年内 12,896百万円 

１年超 15,014百万円 

合計 27,911百万円 

（注）未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料及び

見積残存価額の合計額の年度末残高が営業債権の年度末残高

等に占めるその割合が低いため、受取利子込み法によってお

ります。 

（注）未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料及び

見積残存価額の合計額の年度末残高が営業債権の年度末残高

等に占めるその割合が低いため、受取利子込み法によってお

ります。 

・受取リース料及び減価償却費 ・受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 13,061百万円 

減価償却費 11,323百万円 

受取リース料 12,434百万円 

減価償却費 10,775百万円 

───── （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。  

 
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 6,201 14 

 
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 4,901 5,162 260 260 － 

社債 2,021 2,007 △13 1 15 

その他 29,425 29,741 315 407 92 

合計 36,348 36,910 561 669 107 
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 （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） 

 （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前１カ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。 

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） 

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） 

６．保有目的を変更した有価証券 

 該当ありません。 

７．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（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 131,526 153,023 21,497 25,471 3,973 

債券 1,069,403 1,071,373 1,970 6,598 4,628 

国債 564,993 565,487 493 2,548 2,055 

地方債 147,391 148,153 761 1,922 1,160 

社債 357,017 357,732 714 2,127 1,412 

その他 185,506 181,495 △4,010 940 4,950 

合計 1,386,436 1,405,893 19,457 33,010 13,552 

 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 259,492 6,322 339 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券 26,532 

非公募事業債 26,532 

その他有価証券 102,395 

非上場株式 33,161 

非上場外国証券 1 

その他 69,232 

 
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 114,673 489,396 324,481 241,009 

国債 22,602 172,460 136,845 238,481 

地方債 5,071 65,217 77,864 － 

社債 87,000 251,718 109,771 2,528 

その他 17,462 74,580 55,894 26,637 

合計 132,136 563,977 380,376 267,646 
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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） 

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） 

 （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） 

 （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前１カ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。 

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） 

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） 

 
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 6,422 △66 

 
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 11,822 11,874 51 54 3 

社債 6,429 6,266 △162 0 162 

その他 28,965 28,404 △561 178 739 

合計 47,217 46,545 △672 233 905 

 
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 125,718 192,879 67,161 67,702 541 

債券 1,235,281 1,196,553 △38,728 645 39,373 

国債 766,765 737,517 △29,247 36 29,284 

地方債 153,169 149,857 △3,312 349 3,661 

社債 315,346 309,177 △6,168 259 6,427 

その他 176,859 176,518 △341 2,827 3,169 

合計 1,537,860 1,565,951 28,091 71,175 43,084 

 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 276,149 9,089 954 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券 30,922 

非公募事業債 30,922 

その他有価証券 282,859 

非上場株式 34,947 

非上場外国証券 1 

その他 247,910 

- 30 -



６．保有目的を変更した有価証券 

 該当ありません。 

７．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） 

③ 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） 

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） 

 （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。 

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） 

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。 

 
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 97,585 495,263 442,800 286,751 

国債 22,327 197,225 245,521 284,266 

地方債 12,555 57,488 79,814 － 

社債 62,702 240,549 117,464 2,485 

その他 48,400 42,155 57,970 22,988 

合計 145,985 537,419 500,770 309,740 

 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 7,460 25 

 
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） 

その他の金銭の信託 16,400 16,503 103 106 3 

 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 7,425 109 
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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） 

 （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。 

④ 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。 

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。 

 
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） 

その他の金銭の信託 18,000 17,996 △3 29 33 

 金額（百万円） 

評価差額 19,560 

その他有価証券 19,457 

その他の金銭の信託 103 

（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債） △7,917 

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 11,643 

（△）少数株主持分相当額 16 

（＋）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

金相当額のうち親会社持分相当額 
197 

その他有価証券評価差額金 11,825 

 金額（百万円） 

評価差額 28,087 

その他有価証券 28,091 

その他の金銭の信託 △3 

（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債） △11,364 

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 16,722 

（△）少数株主持分相当額 37 

（＋）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

金相当額のうち親会社持分相当額 
450 

その他有価証券評価差額金 17,136 
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⑤ デリバティブ取引 

Ⅰ 前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行では、次のようなデリバティブ取引を行っています。 

(2）利用目的 

① お取引先ニーズへの対応 

 金利や為替リスクを回避したいというお取引先のリスクヘッジニーズにお応えするためにデリバティブ取引を行っておりま

す。 

② リスクヘッジ 

 株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行自身の各種運用及び調達に伴うリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行

っております。 

③ トレーディング 

 短期的な売買差益の獲得を目的とするトレーディング取引については、厳格な管理体制のもとに取り組んでおります。 

(3）取り組み方針 

 お取引先ニーズへの対応を目的とするデリバティブ取引については、商品内容についてお取引先の理解を得て取り組むととも

に、原則として銀行間市場でカバー取引を行っております。銀行自身のリスクヘッジを目的とするデリバティブ取引について

は、資産・負債の総合的管理（ＡＬＭ）の観点から取り組んでおります。また、トレーディング目的のデリバティブ取引につい

ては、各行が定めるリスク管理基準に則り、ポジション枠（取引限度）、損失限度額（ロスリミット）、ロスカットルールを制

定して厳格に取り組んでおります。 

 なお、一部取引についてはヘッジ会計を採用し、日本公認会計士協会「金融商品会計に関する実務指針」に準拠して各行が定

めるヘッジ取引に関する基準に基づいて取り組んでおります。同基準においては、ヘッジ取引の基本方針、管理すべきリスクの

内容、ヘッジの種類等を定めております。 

(4）リスクの内容とリスク管理体制 

 デリバティブ取引は、市場金利、為替相場、有価証券価格等の変動により損失が発生する市場リスク、取引の相手方の契約不

履行により損害を被る信用リスク等を有しております。 

 市場リスクについては、各行で、毎期、常務会、経営会議やＡＬＭ委員会が、ポジション枠（取引限度）、損失限度額（ロス

リミット）等を定めております。市場部門の組織は取引の約定を行うフロント・オフィスと勘定処理の事務を行うバック・オフ

ィスを分離するとともに、取引担当部署から独立したリスク管理部署（ミドル・オフィス）を設置し、相互牽制が有効に機能す

る体制としております。リスク管理部署（ＡＬＭ委員会を含む）は、デリバティブ取引のポジション、損益状況、リスク量を経

営陣に報告しております。また、信用リスクについても、取引の相手方の信用度に応じた取引を行っております。 

(5）定量的情報に関する補足説明 

 以下に記載しておりますデリバティブ取引に係る『契約額等』は、名目上の契約額又は計算上想定している元本であり、その

金額自体がデリバティブ取引のリスク額を意味するものではありません。 

金利関連 金利先物取引、金利スワップ取引、金利オプション取引、金利キャップ取引、金利フロアー取引 

通貨関連 通貨スワップ取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、先物為替予約取引 

有価証券関連 債券先物取引、債券先物オプション取引、債券店頭オプション取引、株価指数先物取引、株価指数オプ

ション取引、個別株オプション取引 
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２．取引の時価等に関する事項 

(1）金利関連取引（平成17年３月31日現在） 

 （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

 なお、「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）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２．時価の算定 

 取引所取引につきましては、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

(2）通貨関連取引（平成17年3月31日現在） 

 （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち１

年超のもの 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

取引所 

金利先物 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

金利オプション 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

店頭 

金利先渡契約 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

金利スワップ 

受取固定・ 

支払変動 
157,811 153,610 2,970 3,346 

受取変動・ 

支払固定 
164,174 150,663 △544 △544 

受取変動・ 

支払変動 
－ － － － 

金利オプション 
売建 18,170 － △65 116 

買建 18,170 － 65 △15 

その他 
売建 102,517 82,078 △162 3,008 

買建 67,208 51,086 265 △569 

合計 ― ― 2,529 5,341 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち１

年超のもの 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

取引所 

通貨先物 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

通貨オプション 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

店頭 

通貨スワップ 100,821 63,435 138 138 

為替予約 
売建 25,160 1,529 △600 △600 

買建 17,017 1,529 280 280 

通貨オプション 
売建 226,892 122,928 △8,618 3,159 

買建 226,851 122,928 8,617 △481 

その他 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

合計 ― ― △181 2,497 
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 なお、「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）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたも

ので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続

上消去されたものについては、上記記載から除いております。 

２．時価の算定 

 割引現在価値等により算定しております。 

(3）株式関連取引（平成17年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(4）債券関連取引（平成17年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(5）商品関連取引（平成17年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(6）クレジットデリバティブ取引（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（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行では、次のようなデリバティブ取引を行っています。 

(2）利用目的 

① お取引先ニーズへの対応 

 金利や為替リスクを回避したいというお取引先のリスクヘッジニーズにお応えするためにデリバティブ取引を行っておりま

す。 

② リスクヘッジ 

 株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行自身の各種運用及び調達に伴うリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行

っております。 

③ トレーディング 

 短期的な売買差益の獲得を目的とするトレーディング取引については、厳格な管理体制のもとに取り組んでおります。 

(3）取り組み方針 

 お取引先ニーズへの対応を目的とするデリバティブ取引については、商品内容についてお取引先の理解を得て取り組むととも

に、原則として銀行間市場でカバー取引を行っております。銀行自身のリスクヘッジを目的とするデリバティブ取引について

は、資産・負債の総合的管理（ＡＬＭ）の観点から取り組んでおります。また、トレーディング目的のデリバティブ取引につい

ては、各行が定めるリスク管理基準に則り、ポジション枠（取引限度）、損失限度額（ロスリミット）、ロスカットルールを制

定して厳格に取り組んでおります。 

 なお、一部取引についてはヘッジ会計を採用し、日本公認会計士協会「金融商品会計に関する実務指針」に準拠して各行が定

めるヘッジ取引に関する基準に基づいて取り組んでおります。同基準においては、ヘッジ取引の基本方針、管理すべきリスクの

内容、ヘッジの種類等を定めております。 

金利関連 金利先物取引、金利スワップ取引、金利オプション取引、金利キャップ取引、金利フロアー取引 

通貨関連 通貨スワップ取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、先物為替予約取引 

有価証券関連 債券先物取引、債券先物オプション取引、債券店頭オプション取引、株価指数先物取引、株価指数オプ

ション取引、個別株オプション取引 
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(4）リスクの内容とリスク管理体制 

 デリバティブ取引は、市場金利、為替相場、有価証券価格等の変動により損失が発生する市場リスク、取引の相手方の契約不

履行により損害を被る信用リスク等を有しております。 

 市場リスクについては、各行で、毎期、常務会、経営会議やＡＬＭ委員会が、ポジション枠（取引限度）、損失限度額（ロス

リミット）等を定めております。市場部門の組織は取引の約定を行うフロント・オフィスと勘定処理の事務を行うバック・オフ

ィスを分離するとともに、取引担当部署から独立したリスク管理部署（ミドル・オフィス）を設置し、相互牽制が有効に機能す

る体制としております。リスク管理部署（ＡＬＭ委員会を含む）は、デリバティブ取引のポジション、損益状況、リスク量を経

営陣に報告しております。また、信用リスクについても、取引の相手方の信用度に応じた取引を行っております。 

(5）定量的情報に関する補足説明 

 以下に記載しておりますデリバティブ取引に係る『契約額等』は、名目上の契約額又は計算上想定している元本であり、その

金額自体がデリバティブ取引のリスク額を意味するものではありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

(1）金利関連取引（平成18年３月31日現在） 

 （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

 なお、「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）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２．時価の算定 

 取引所取引につきましては、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち１

年超のもの 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

取引所 

金利先物 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

金利オプション 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

店頭 

金利先渡契約 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

金利スワップ 

受取固定・ 

支払変動 
384,504 378,406 △11,214 △11,214 

受取変動・ 

支払固定 
373,973 368,712 13,687 13,687 

受取変動・ 

支払変動 
－ － － － 

金利オプション 
売建 214,810 161,196 △319 6,469 

買建 207,798 161,184 319 303 

その他 
売建 89,014 76,987 △470 2,619 

買建 55,043 47,193 627 △95 

合計 ― ― 2,629 11,770 
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(2）通貨関連取引（平成18年3月31日現在） 

 （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

 なお、「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）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたも

ので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続

上消去されたものについては、上記記載から除いております。 

２．時価の算定 

 割引現在価値等により算定しております。 

(3）株式関連取引（平成18年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(4）債券関連取引（平成18年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(5）商品関連取引（平成18年３月31日現在） 

 該当ありません。 

(6）クレジットデリバティブ取引（平成18年３月31日現在） 

 該当ありません。 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち１

年超のもの 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

取引所 

通貨先物 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

通貨オプション 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

店頭 

通貨スワップ 78,218 40,462 225 225 

為替予約 
売建 41,302 － △578 △578 

買建 24,931 － 110 110 

通貨オプション 
売建 376,810 256,223 △15,381 7,848 

買建 376,740 256,223 15,381 △2,830 

その他 
売建 － － － － 

買建 － － － － 

合計 ― ― △242 4,775 

- 37 -



⑥ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 株式会社北陸銀行では、確定給付型の制度として、企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。従

業員の退職時に際しては、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があり

ます。なお、株式会社北陸銀行では、厚生労働大臣から、平成15年２月17日に厚生年金基金の代行部分について将来支給義務免除

の認可を受け、平成17年３月１日には厚生年金基金から企業年金基金への移行の認可を受けております。 

 株式会社北海道銀行では、確定給付型の制度として、退職一時金制度と企業年金制度を併用しております。なお、株式会社北海

道銀行では、平成16年３月26日に厚生労働大臣から将来支給義務免除の認可を受け、平成18年３月31日に厚生年金基金から企業年

金基金への移行の認可を受けております。 

 上記２社以外の国内の連結子会社では、退職一時金制度を設けております。 

 当社の従業員は、全員子会社からの出向者であり、それぞれ出向元の会社の退職給付制度が適用されております。 

 なお、株式会社北陸銀行は、退職給付信託を設定しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

    （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当たり、簡便法を採用しております。 

   ３．厚生年金基金の代行部分返上に関し、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）第47－２項に定める経過措置を適用し、厚生労働大臣から将来部分支給義務免除の認可を受けた日において代

行部分に係る退職給付債務と返還相当額の年金資産を消滅したものとみなして処理しております。 

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) 

金額（百万円） 金額（百万円） 

退職給付債務 (A)  △88,240   △92,655  

年金資産 (B)  61,503   87,886  

未積立退職給付債務 (C)＝(A)＋(B)  △26,737   △4,768  

会計基準変更時差異の未処理額 (D)  18,957   17,061  

未認識数理計算上の差異 (E)  7,034   △670  

未認識過去勤務債務 (F)  △10,496   △23,454  

連結貸借対照表計上額純額 (G)＝(C)＋(D)＋(E)＋(F)  △11,241   △11,831  

前払年金費用 (H)  －   －  

退職給付引当金 (G)－(H)  △11,241   △11,831  
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３．退職給付費用に関する事項 

    （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） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

勤務費用   1,789   1,888  

利息費用   1,903   2,195  

期待運用収益   △1,008   △1,352  

過去勤務債務の費用処理額   △1,023   △1,997  

数理計算上の差異の費用処理額   969   1,588  

会計基準変更時差異の費用処理額   1,577   1,895  

その他（臨時に支払った割増退職金等）   858   1,260  

退職給付費用   5,066   5,477  

        

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 2.5％ 2.0％～2.5％ 

(2）期待運用収益率 2.5％～4.0％ 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 ９年（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） 

８年又は９年（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 ９年（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） 

８年又は９年（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） 

(6）会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左 
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⑦ 税効果会計 

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 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 121,370百万円 

減価償却超過額 2,387百万円 

退職給付引当金 14,364百万円 

有価証券評価損否認額 12,508百万円 

その他 2,800百万円 

繰越欠損金 57,916百万円 

繰延税金資産小計 211,348百万円 

評価性引当額 72,122百万円 

繰延税金資産合計 139,226百万円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 14,076百万円 

その他 705百万円 

繰延税金負債合計 14,782百万円 

繰延税金資産の純額 124,444百万円 

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 108,488百万円 

減価償却損金算入限度超過額 2,191百万円 

退職給付引当金 14,837百万円 

有価証券評価損否認額 11,163百万円 

その他 4,873百万円 

繰越欠損金 52,839百万円 

繰延税金資産小計 194,353百万円 

評価性引当額 74,413百万円 

繰延税金資産合計 119,939百万円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 17,352百万円 

その他 706百万円 

繰延税金負債合計 18,058百万円 

繰延税金資産の純額 101,880百万円 

２．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要な項目別

の内訳 

法定実効税率 40.43％

（調整）   

評価性引当額の増減 10.67％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△1.77％

住民税均等割額 0.57％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.62％

その他 3.55％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.07％

２．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要な項目別

の内訳 

  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の

差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略してお

ります。   
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⑧ セグメント情報 

ａ．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） 

 （注）１．事業の種類は、連結会社の事業の種類により、銀行業務、リース業務、その他の業務に区分しております。 

２．各事業の主な内容 

（1）銀行業務    銀行業務 

（2）リース業務   リース業務 

（3）その他の業務  クレジットカード業務、信用保証業務、ソフトウエア業務等 

３．一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。 

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） 

 （注）１．事業の種類は、連結会社の事業の種類により、銀行業務、リース業務、その他の業務に区分しております。 

２．各事業の主な内容 

（1）銀行業務    銀行業務 

（2）リース業務   リース業務 

（3）その他の業務  クレジットカード業務、信用保証業務、ソフトウエア業務等 

３．一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。 

ｂ．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90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

 
銀行業務 

（百万円） 

リース業務 

（百万円） 

その他の業務 

（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 178,680 18,253 6,267 203,200 － 203,200 

(2）セグメント間の内部経常収益 2,679 1,030 5,289 8,999 8,999 － 

計 181,359 19,283 11,557 212,200 8,999 203,200 

経常費用 154,309 18,129 11,324 183,763 7,788 175,974 

経常利益 27,050 1,154 232 28,436 1,210 27,226 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 9,333,369 49,879 193,400 9,576,650 177,976 9,398,673 

減価償却費 3,685 11,324 342 15,352 － 15,352 

資本的支出 1,914 15,390 165 17,470 － 17,470 

 
銀行業務 

（百万円） 

リース業務 

（百万円） 

その他の業務 

（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 216,866 16,874 7,245 240,986 － 240,986 

(2）セグメント間の内部経常収益 1,856 1,362 5,053 8,273 8,273 － 

計 218,723 18,236 12,299 249,259 8,273 240,986 

経常費用 169,749 17,207 14,131 201,087 8,387 192,700 

経常利益 48,974 1,029 △1,831 48,171 △113 48,285 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出 
      

資産 9,489,732 44,988 192,126 9,726,847 191,219 9,535,627 

減価償却費 4,094 10,777 325 15,197 － 15,197 

減損損失 816 － 204 1,020 － 1,020 

資本的支出 3,084 12,818 219 16,122 － 16,122 

- 41 -



ｃ．国際業務経常収益 

 一般企業の海外売上高に代えた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。 

⑨ 関連当事者との取引 

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。 

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。 

（１株当たり情報） 

（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株当たり純資産額 円 159.75 179.37 

１株当たり当期純利益 円 6.86 18.31 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 5.67 14.32 

 
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 11,248 26,837 

 普通株主に帰属しない金額 百万円 3,289 3,289 

 うち利益処分による優先配当額 百万円 1,644 1,644 

 うち中間優先配当額 百万円 1,644 1,644 

 普通株式に係る当期純利益 百万円 7,958 23,547 

 普通株式の期中平均株式数 千株 1,159,915 1,285,380 

 
  

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 百万円 1,677 1,677 

 うち利益処分による優先配当額 百万円 838 838 

 うち中間優先配当額 百万円 838 838 

 普通株式増加数 千株 538,499 475,859 

 うち優先株式 千株 538,499 475,859 
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（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） 

 該当ありません。 

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） 

 該当ありません。 

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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