
平成１９年３月期 中間決算短信（連結） 平成１８年１１月１７日

大証（第１部）

８５５２ 滋賀県

(URL  http://www.biwakobank.co.jp/)

山　　田　　　督
執行役員企画部長

ＴＥＬ　（０７７）５２１－１５３８

平成１８年１１月１７日 特定取引勘定の設置の有無 無

　　　－ （コード番号： 　－　　） 親会社における当社の株式保有比率 　－　　％

　　　無

１．１８年９月中間期の連結業績　（平成１８年４月１日　～　平成１８年９月３０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。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 １５，４８５ ( ７．３ ) ２，４９４ ( ３４．５ ) ２，６９５ ( ５．３ )

17年９月中間期 １４，４２７ ( １．２ ) １，８５４ ( － ) ２，５５９ ( － )

18年３月期 ３０，３５０ ( ３．８ ) ３，７０６ ( － ) ４，８８１ ( － )

円 銭 円 銭

18年９月中間期 １９ ２５ ７ ６５

17年９月中間期 １８ ３１ ７ ２７

18年３月期 ２４ ５６ １３ ８６
　(注）①持分法投資損益 １８年９月中間期 －百万円

１７年９月中間期 －百万円

１８年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結）
１８年９月中間期 １３９，９５３，０８９株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株
１７年９月中間期 １３９，７７１，７５８株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株
１８年３月期 １３９，８４０，８２６株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株

③会計処理の方法の変更 無
④経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

(国内基準）（注２）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

18年９月中間期 １，０９１，４９９ ４０，２５６ ３．６ △４ ７１ ８．８８
17年９月中間期 １，０８３，１２２ ３７，２１７ ３．４ △２３ ４８ ７．１６
18年３月期 １，０７３，５４６ ４０，３３９ ３．７ △１ １４ ８．４９
　(注）期末発行済株式数（連結）

１８年９月中間期 １３９，９３７，５９９株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株

１７年９月中間期 １３９，７６４，３４８株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株

１８年３月期 １３９，９６４，３７２株 ２７，５００，０００株 ２３，１２５，０００株

　(注1）「自己資本比率」は、(中間期末純資産の部合計－中間期末新株予約権－中間期末少数株主持分）を中間期末資産の部の合計

　　　　 で除して算出しております。

　(注2）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「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）」に基づき算出しております。

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 ６，１１４ △４，１４６ △１，５８５ ５４，５４９

17年９月中間期 ６，２６５ △１３，９３７ △１，７５３ ７５，１５７

18年３月期 △２３，７０５ △１０，７５３ ４，０４０ ５４，１７１

(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　　８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）

百万円 百万円 百万円

３０，７００ ５，３００ ５，７００

　(参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ２９円６５銭

※ 上記業績予想に関する事項については、添付資料の6ページを参照してください。

※ 上記の予想は本資料の発表日現在のおいて入手可能な情報に基づき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

 　予想数値と異なる結果となる可能性があります。

普 通 株 式 第 一 回 甲 種 優 先 株 式 第 二 回 甲 種 優 先 株 式

１株当たり
純資産

連結自己資本比率

普 通 株 式 第一回甲種優先株式 第二回甲種優先株式

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

中間（当期）純利益経常利益

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

問 合 せ 先

中間決算取締役会開催日

代 表 者

上 場 取 引 所

本社所在都道府県

現金及び現金同等物

期 末 残 高

経常収益

総 資 産

１株当たり中間
（当期）純利益

自己資本比率
（注１）

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益経 常 利 益経 常 収 益

米国会計基準採用の有無

親 会 社 名

株 式 会 社 び わ こ 銀 行

役 職 名 取締役頭取

氏 名 久 保 健

氏 名

責任者役職名

通　　期

投資活動による
キャッシュ・フロー

営 業 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

純資産
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【連結添付資料】

（別紙）

１８年９月期の連結業績

○ 期中平均株式数

平成18年９月期 平成17年９月期 平成18年３月期

（連結） （連結） （連結）

株 株 株

○ 期末発行済株式数

平成18年９月期 平成17年９月期 平成18年３月期

（連結） （連結） （連結）

株 株 株

（注）発行済株式数の増減内容は以下のとおりであります。

年　月　日 内　　容 株　式　種　類 発行株式数 発行価格

平成16年９月30日 第三者割当増資 第一回甲種優先株式

平成17年３月30日 第三者割当増資 第二回甲種優先株式

（参考）

第一回甲種 優先 株式 27,500,000 27,500,000 27,500,000

27,500,000

23,125,000

第二回甲種 優先 株式 23,125,000 23,125,000 23,125,000

第一回甲種 優先 株式

第二回甲種 優先 株式

27,500,000 27,500,000

27,500,000株 800円 11,000百万円

23,125,000株 800円 9,250百万円

23,125,000 23,125,000

資本組入額

「平成18年9月中間期の連結業績」指標算式

○１株当たり中間（当期）純利益

○潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

○１株当たり純資産

「平成19年3月期の連結業績予想」指標算式

○１株当たり予想当期純利益

※ 発行済普通株式数は、自己株式数及び連結子会社が所有する当行株式数を除いて算出しております。

中間（期末）発行済普通株式数　※

予想優先株式
配当金総額

期末（当中間期末）発行済普通株式数　※

予想当期純利益 －

発行価額

期中平均普通株式数　※

－
中間（期末）発行済

優先株式数
×

中間（期末）
純資産

＋
中間（当期）
純利益調整額

期中平均普通株式数　※ ＋ 潜在株式数

中間（当期）純利益 －
優先株式

配当金総額

－中間（当期）純利益
優先株式

配当金総額

－ 2 －
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１．企業集団の状況 

 

 （１）企業集団の事業内容 

当行グループ（当行及び当行の関係会社）は、当行と連結子会社７社で構成され、銀行業

務を中心に、リース業務、信用保証業務、クレジットカード業務などの金融サービスにかかる事

業を行っております。各業務の当行グループにおける位置づけは次の通りであります。 

〔銀行業務〕 

本店および本店営業部、支店６３ヵ店、出張所（ふれあいプラザ）６ヵ店、ローンプラザ 8 ヵ所

において、預金業務・貸出業務・内国為替業務ならびにローン相談業務等を行い、中小企業

および地域社会・経済の発展に貢献することを社会的使命と位置づけております。 

〔リース業務〕 

連結子会社のびわ銀リース株式会社において、リース業務を行っております。 

〔その他業務〕 

連結子会社においては、信用保証業務、クレジットカード業務、当行の事務代行などの業務

を行っております。 

 

 （２）企業集団の事業系統図 

 

上図が（１）の事業内容を事業系統図で表したものです。 

 

２．経営方針 

 

 （１）経営の基本方針 

びわこ銀行（頭取 山田 督）は、 

堅実経営で地域社会と共に歩む逞しい『びわこ銀行』づくり 

①真に一流のリージョナル・リテール・バンキング業務への挑戦 

②ローコスト・オペレーションを通じての経営体質の強化 

③風通しの良い自由闊達な職場づくりと逞しい人材の育成  

を経営方針として掲げております。 

 

 （２）利益配分に関する基本方針 

金融機関の競争が激しさを増す経営環境のもと、資産の健全化と内部留保の充実を図るこ

とが最重要命題であり、あわせて収益力の改善による安定的な配当の実施に向け努力してま

いりたいと考えております。平成１8 年度期末配当につきましては、普通株式は１株につき 2 円

を予定しております。 

  

株式会社びわこビジネスサービス

びわ銀総合管理株式会社

びわ銀モーゲージサービス株式会社

びわこ信用保証株式会社

びわ銀カード株式会社

株式会社びわこコンピュータサービス

び
わ
こ
銀
行

リ ー ス 業 務

そ の 他 業 務

本店および本店営業部、支店63ヵ店 出張所6ヵ店 ローンプラザ8ヵ所 

びわ銀リース株式会社（連結子会社）

連結子会社6社

銀 行 業 務
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（３）目標とする経営指標 

平成 16 年 10 月に策定した中期経営計画「フェニックス計画」では、平成１９年３月期におい

て下記の計数目標を掲げ挑戦しております。 

  

〔平成１９年３月期計数目標〕 

                                                  （単位：億円、％） 

業 務 純 益 ８７ 不 良 債 権 残 高 ２５０

コ ア 業 務 純 益 ８７ 不 良 債 権 比 率 ２％台

与 信 関 連 費 用 ３０ コア業務純益ＲＯＡ ０．８％台

経 常 利 益 ６０ コア業務純益ＲＯＥ ２５．５

当 期 純 利 益 ６１ Ｏ Ｈ Ｒ ５８．７

自 己 資 本 比 率 ８％台

 

また、平成 17 年８月に公表した「地域密着型金融推進計画」において下記の諸目標を掲げ

ております。 

 

〔地域密着型金融推進計画の平成１９年３月期諸目標〕 
 

スコアリング手法活

用事業性融資残高 
３００億円 住 宅 ロ ー ン 残 高 ３，５００億円

開示不良債権比率 ２％台 資 産 運 用 セ ミ ナ ー １００回

経 営 改 善 支 援 

具 体 的 取 組 先 
１１０先 環 境 関 連 預 金 残 高 ５００億円

 

 （４）中長期的な経営戦略 

   中期経営計画「フェニックス計画」では、地元に役立つ“じぎん”を目指し、「営業力の強

化」と「ガバナンスの強化」を柱に据え推進しています。 

「営業力」については、当行の得意分野を「中小企業専門銀行・住宅ローン銀行・預り資

産銀行・環境銀行」に絞り込み、専門店型の営業体制を構築するとともに、分野ごとに特色

ある新しい商品・サービスを相次いで投入してまいります。 

「ガバナンス」については、リスク管理の高度化、内部管理の強化、コンプライアンスの定

着、風通しの良い職場づくり、をテーマに掲げ、最新の金融情勢に適応した態勢構築に努

めてまいります。 

  

 （５）対処すべき課題 

 引き続き「営業力」と「ガバナンス」の強化に努め、当行グループの総力を結集して「フェニッ

クス計画」の完遂に全力を尽くしてまいります。 

具体的には、「中小企業専門銀行」、「住宅ローン銀行・預り資産銀行」、「環境銀行」におい

て独自性の発揮に努めてまいります。クレジットスコアリングモデルを活用した貸出金の増強や

知的財産権融資といった新しい融資手法の開発にも引き続き積極的に取り組むとともに、専門

店型の新しい営業体制への移行をさらに進めてまいります。 

また、「貯蓄から投資」の時代に対応した資産運用相談をはじめ、各種商品やサービスの利

便性向上策に引き続き積極的に取り組むほか、利用者アンケート結果を銀行の戦略・施策に

結びつけてまいります。 

一方、内部管理、リスク管理態勢の高度化に努め、バーゼルⅡプロジェクトチームの編成や、
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リスク統括部にＪ－ＳＯＸ室を設けるなど、新しい制度への対応を万全なものとすべく準備を進め

ています。また、顧客保護を含めたコンプライアンスと事務向上について、全役職員が魂を込

め、一人ひとりが主役となって取り組んでいく所存です。これらにより、地元から評価される“じぎ

ん”としての存在価値の向上を図ってまいります。 

  

（6）親会社に関する事項 

当行は、親会社を有しておりません。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 

 

 （１）平成１8 年９月期の概要（平成１8 年４月１日～平成１8 年９月３0 日） 

   当行グループでは、平成 19 年 3 月を期限とする中期経営計画「フェニックス計画」の実践を

通じ、地元に役立つ“じぎん”を目指し「営業力」と「ガバナンス」をキーワードとして業績向上

に取り組んでまいりました。 

当行グループの中核業務である銀行業務におきましては、専門店型の新しい営業体制の確

立、新商品・新サービスの拡充など、営業力の強化に取り組んだ結果、役務利益が過去最高

の 11 億円となったのをはじめ収益力も着実に向上し、銀行の基礎的業績力を示すコア業務純

益は前年度比 2 億円増の 37 億円を計上することができました。また、中間純利益につきまして

は、2 年連続で過去最高を更新し、26 億円となりました。 

なお、不良債権比率を 3.95％まで縮減させたほか、自己資本比率を 8.88％の水準まで引き

上げることができました。 

 

当連結会計年度の当行グループの主な業績の内容は次のような結果となりました。 

 

①主要勘定の状況 

預金の期末残高は、前年同期比 11 億円減少の 10,046 億円となりましたが、お客さまの幅広

い資金運用のお手伝いができるよう相談機能を強化し、預り資産の販売に努めた結果、投資

信託が同 232 億円増の 560 億円、年金保険が同 201 億円増の 407 億円となり、国債等残高

45 億円を含めた預り資産残高合計は、1,000 億円を突破しました。 

貸出金は、さまざまなニーズに対応できるよう住宅ローン商品のラインアップ充実に努めた結

果、住宅ローン残高が、前年同期比 334 億円増の 3,419 億円と大きく増加し、貸出金全体の期

末残高も前年同期比 263 億円増加の 8,300 億円となりました。 

有価証券の期末残高につきましては、堅実かつ効率的な運用に努め、前年同期比 12 億円

増加の 1,196 億円となりました。 

 

②収益の状況 

収益状況につきましては、経常収益が 15,485 百万円となり、前年同期比 1,057 百万円の増

収となりました。一方、経常費用は、同 417 百万円増の 12,990 百万円となりました。この結果、

経常利益は 2,494 百万円、中間純利益は 2,695 百万円となりました。 

なお、資金利益は前年同期比 162 百万円減少の 8,991 百万円となったものの、役務収益が

同 393 百万円増加の 1,147 百万円、その他業務利益が同 219 百万円増加の 285 百万円とな

ったことで、業務粗利益は同 450 百万円増加の 10,424 百万円となりました。 

 

③連結キャッシュ・フローの状況 

資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動による収入が 6,114 百万円、有価証
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券の取得・売却等の投資活動による支出が 4,146 百万円、配当金支払等、財務活動による支

出が 1,585 百万円となりました結果、現金及び現金同等物期末残高は 54,549 百万円となり、

平成 18 年 3 月末比で 378 百万円増加しました。 

 

 （２）通期の見通し（平成 19 年３月期） 

   平成 19 年３月期につきましては、中期経営計画の総仕上げとして、諸目標の達成に向け全

力で取り組んでまいります。特に、中小企業向け貸出金、住宅ローンを中心としたリテール部門

の運用強化と預貸金利鞘の改善、投資信託・年金保険等の販売促進による役務収益の増強、

ローコスト・オペレーションによる経営効率化の推進により、連結ベースで経常収益30,700百万

円、経常利益 5,300 百万円、当期純利益 5,700 百万円を見込んでおります。 また、当行単体

では経常収益 26,000 百万円、経常利益 5,200 百万円、当期純利益 5,600 百万円を見込んで

おります。 

 

（３）事業等のリスク 

   投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスクには、以下のよう

なものがあります。これらリスクは、将来の様々な要因により変動することがありますが、当行で

は、これらのリスクの抑制と顕在化回避を図るとともに、万一、リスクが顕在化した場合は、迅速

かつ適切な対応に努めてまいります。 

 

【信用リスク】（貸出先の信用状態の悪化等により元利金の回収が滞り、損失を被るリスク） 

      ①不良債権の状況 

当行グループは、平成１８年９月期において引き続き不良債権のオフバランス化、貸倒

引当金の計上をはじめ、不良債権に対する処置や対応を進め、健全な財務体質の構築に

努めましたが、国内及び当行グループの地盤である滋賀県の景気の動向、不動産価格及

び株価の変動、貸出先の経営状況等によっては、当行グループの不良債権及び与信関

係費用の増加、その結果、業績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少につながる可能性を

払拭できたわけではありません。 

②貸倒引当金の状況 

当行グループは、貸出先の状況、担保の価値等に基づいて、貸倒引当金を計上してお

ります。実際の貸倒れが発生した場合、貸倒引当金が不十分となり、貸倒引当金の積増を

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 

当行グループは、回収の効率・実効性、地域への影響その他の観点から、貸出先に債

務不履行等が生じた場合においても、当行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、当行グループがこれらの貸出先に対し

て債権放棄または追加貸出を行って支援をすることもありえます。こうした場合、当行グル

ープの貸出残高が増加及び与信関係費用が増加する可能性もあります。 

④その他の要因 

日本経済は回復基調にあるものの依然として不透明な要因が多く、また、金利政策次第

で貸出先が金利負担の増大等により財務状態悪化や倒産に至り、当行グループの業績や

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、金融機関全体に財政的困難な状

況が長引くと、他の金融機関の株式を保有している面での影響だけでなく、金融機関に対

する信認が低下し、当行グループにも少なからぬ影響を及ぼす可能性があります。 
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【市場関連リスク】（金利・債券・為替市場の変動により保有する資産の価値が変動し損失を被るリ

スク） 

①株価下落のリスク 

当行グループは、市場性のある株式を保有しており、大幅な株価下落が続く場合には、

保有有価証券に減損または評価損が発生する可能性があります。 

②保有株式処分に関わるリスク 

当行グループは、株式の価格変動に対するリスクを減少させるため、保有する株式を売

却してきております。また、当行の保有する株式の多くは、取引先との間の良好な関係を構

築・維持するために保有しているもので、株式売却により取引先との関係に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

【金利リスク】（金利変動と資金の調達運用のミスマッチから生じる資金損益が変動するリスク） 

当行グループは、預貸金を中心とした調達運用の状況に業績が大きく左右されます。金

利変動に伴い預貸金が増減し、調達運用の過不足や資金損益の変動が想定外に生じる可

能性があります。また、当行グループは、様々な金融商品を取り扱う投資活動を行っており、

当行グループの業績及び財政状態は、こうした活動に伴うリスクにさらされています。 

 

上記リスクのほか、流動性リスク（信用不安や短期金融市場の混乱等により通常の資金調達に

支障が生じるリスク）、事務リスク（不適切あるいは不正な事務処理により損失を被るリスク）、シス

テムリスク（コンピュータシステムの障害や不正に使用されることにより損失を被るリスク）、リーガル

リスク（企業活動及び役職員の言動に関わる違法行為から生じるリスク）、レピュテーショナル＜風

評＞リスク（風説の流布等により、当行の信用が著しく低下し、損失を被るリスク）等があげられま

す。 

また、当行グループは、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を銀行法で定められた国

内統一基準４％以上を維持しなければなりません。自己資本額には将来の課税所得に関する

様々な予測・仮定に基づき、５年以内に実現すると見込まれる税務上の便益である繰延税金資

産を含めておりますが、実際の結果が予測・仮定とは異なる可能性があり、繰延税金資産の一部

または全部の回収ができないと判断される可能性があります。同様に劣後債務についても、既存

の劣後債務の自己資本への算入期限到来に際し、同等の条件で借り換えできない可能性があり

ます。これらの場合、自己資本の額は減少し、自己資本比率が低下することとなります。 
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 中 間 連 結 財 務 諸 表 等  
 

 中 間 連 結 貸 借 対 照 表  

 

  前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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) 構成比
(％) 

(資産の部)   

現金預け金 ※7,8 75,157 6.94 54,549 5.00 54,171 5.05

コールローン 

及び買入手形 
 45,282 4.18 45,000 4.12 45,117 4.20

買入金銭債権 ※7 ― ― 50 0.00 50 0.01

商品有価証券  2 0.00 6 0.00 2 0.00

有価証券 ※8 118,349 10.93 119,604 10.96 117,200 10.92

貸出金 

※1,2,3 

 4,5,6 

 7,8,9 
803,713 74.20 830,021 76.04 815,675 75.98

外国為替 ※6 326 0.03 378 0.04 421 0.04

その他資産 ※8 15,141 1.40 17,362 1.59 16,344 1.52

動産不動産  14,067 1.30 ― ― 14,071 1.31

有形固定資産 ※10,11 ― ― 13,195 1.21 ― ― 

無形固定資産  ― ― 565 0.05 ― ― 

繰延税金資産  10,677 0.99 10,710 0.98 10,111 0.94

支払承諾見返  15,426 1.42 15,660 1.44 15,902 1.48

貸倒引当金  △15,021 △1.39 △15,603 △1.43 △15,521 △1.45

資産の部合計  1,083,122 100.00 1,091,499 100.00 1,073,546 100.00
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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) 構成比
(％) 

(負債の部)   

預金 ※8 1,005,810 92.86 1,004,695 92.05 983,580 91.62

コールマネー及び 

売渡手形 
 13 0.00 14 0.00 3,014 0.28

借用金 ※8,12 15,617 1.44 15,377 1.41 14,745 1.38

外国為替  8 0.00 9 0.00 22 0.00

社債 ※13 ― ― 6,730 0.62 6,700 0.62

その他負債  6,272 0.58 6,331 0.58 6,321 0.59

賞与引当金  249 0.03 352 0.03 382 0.04

退職給付引当金  21 0.00 15 0.00 17 0.00

再評価に係る 

繰延税金負債 
※10 1,953 0.18 1,953 0.18 1,953 0.18

連結調整勘定  143 0.01 ― ― 137 0.01

負ののれん  ― ― 103 0.00 ― ― 

支払承諾  15,426 1.42 15,660 1.44 15,902 1.48

負債の部合計  1,045,516 96.52 1,051,243 96.31 1,032,777 96.20

(少数株主持分)   

少数株主持分  388 0.04 ― ― 428 0.04

(資本の部)     

資本金  28,000 2.59 ― ― 28,000 2.61

資本剰余金  ― ― ― ― 11 0.00

利益剰余金  2,601 0.24 ― ― 4,923 0.46

土地再評価差額金 ※10 1,966 0.18 ― ― 1,966 0.18

その他有価証券 

評価差額金 
 4,766 0.44 ― ― 5,489 0.51

自己株式 ※14 △117 △0.01 ― ― △50 △0.00

資本の部合計  37,217 3.44 ― ― 40,339 3.76

負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 1,083,122 100.00 ― ― 1,073,546 100.00
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  前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

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) 構成比
(％) 

(純資産の部)   

資本金  ― ― 28,000 2.56 ― ― 

資本剰余金  ― ― 11 0.00 ― ― 

利益剰余金  ― ― 6,009 0.55 ― ― 

自己株式 ※14 ― ― △58 △0.00 ― ― 

  株主資本合計  ― ― 33,963 3.11 ― ― 

その他有価証券 

評価差額金 
 ― ― 3,911 0.36 ― ― 

土地再評価差額金 ※10 ― ― 1,966 0.18 ― ― 

  評価・換算差額 

  等合計 
 ― ― 5,877 0.54 ― ― 

少数株主持分  ― ― 415 0.04 ― ― 

純資産の部合計  ― ― 40,256 3.69 ― ― 

負債及び純資産 

の部合計 
 ― ― 1,091,499 100.00 ― ― 
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 中 間 連 結 損 益 計 算 書  

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日  
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

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) 百分比
(％) 

経常収益  14,427 100.00 15,485 100.00 30,350 100.00

 資金運用収益  9,768 9,922 19,826 

 (うち貸出金利息)  (9,028) (8,923) (18,078)

 (うち有価証券 

 利息配当金) 
 (694) (909) (1,665)

 役務取引等収益  1,661 2,145 3,727 

 その他業務収益  102 285 134 

 その他経常収益  2,896 3,131 6,661 

経常費用  12,573 87.15 12,990 83.89 26,644 87.79

 資金調達費用  613 931 1,216 

 (うち預金利息)  (386) (560) (773)

 役務取引等費用  906 997 1,873 

 その他業務費用  36 0 97 

 営業経費  6,638 6,533 13,132 

 その他経常費用 ※1 4,378 4,527 10,323 

経常利益  1,854 12.85 2,494 16.11 3,706 12.21

特別利益 ※2 1,198 8.31 794 5.13 1,831 6.03

特別損失 ※3 45 0.31 13 0.08 77 0.25

税金等調整前 

中間(当期)純利益 

（△は税金等調整前 

中間（当期）純損失） 

 3,007 20.85 3,276 21.16 5,459 17.99

法人税、住民税及び 

事業税 
 38 0.27 103 0.67 59 0.20

法人税等調整額  390 2.70 468 3.02 467 1.54

少数株主利益  19 0.14 9 0.06 52 0.17

中間(当期)純利益  2,559 17.74 2,695 17.41 4,881 16.08
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 中 間 連 結 剰 余 金 計 算 書  

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日  
 至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  23,667 23,667

資本剰余金増加高  ― 11

 自己株式処分差益  ― 11

資本剰余金減少高  23,667 23,667

 資本準備金取崩額  23,667 23,667

資本剰余金中間期末(期末)残高  ― 11

  

(利益剰余金の部)  

利益剰余金期首残高  △35,116 △35,116

利益剰余金増加高  37,879 40,201

 中間(当期)純利益  2,559 4,881

 資本金取崩額  11,652 11,652

 資本準備金取崩額  23,667 23,667

利益剰余金減少高  161 161

 土地再評価差額金取崩額  161 161

 自己株式処分差損  0 ―

利益剰余金中間期末(期末)残高  2,601 4,923
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中 間 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  

 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 
項   目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 

(百万円）
28,000 11 4,923 △50 32,884

中間連結会計期間中の変

動額 
 

 剰余金の配当(注) － － △1,586 － △1,586

 中間純利益 － － 2,695 － 2,695

 自己株式の取得 － － － △7 △7

 自己株式の処分 － 0 － － 0

 子会社の清算に伴う 

 減少 
－ － △22 － △22

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の 

 変動額（純額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変

動額合計   (百万円）
－ 0 1,086 △7 1,078

平成18年9月30日残高 

(百万円）
28,000 11 6,009 △58 33,963

 

評価･換算差額等 

項   目 その他有価証

券評価差額金

土地再評価 

差額金 

評価･換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 

(百万円）
5,489 1,966 7,455 428 40,768

中間連結会計期間中の変

動額 
 

 剰余金の配当(注) － － － － △1,586

 中間純利益 － － － － 2,695

 自己株式の取得 － － － － △7

 自己株式の処分 － － － － 0

 子会社の清算に伴う 

 減少 
－ － － － △22

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の 

 変動額（純額） 

△1,577 － △1,577 △13 △1,591

中間連結会計期間中の変

動額合計   (百万円）
△1,577 － △1,577 △13 △512

平成18年9月30日残高 
(百万円）

3,911 1,966 5,877 415 40,256

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 中間連結キャッシュ・フロー計算書  

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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 

  

税金等調整前中間（当期）
純利益 

 3,007 3,276 5,459

   減価償却費  1,708 1,839 3,488

   減損損失  25 ― 25

   連結調整勘定償却額  △5 ― △11

   負ののれん償却額  ― △34 ― 

   貸倒引当金の増減(△)額  1,253 1,344 4,706

   賞与引当金の増減(△)額  △70 △30 63

退職給付引当金の 
純増減（△） 

 △1 △2 △4

   資金運用収益  △9,768 △9,922 △19,826

   資金調達費用  613 931 1,216

   有価証券関係損益(△)  △513 △998 △1,573

   為替差損益(△)  △3 3 △10

   動産不動産処分損益(△)  14 ― 35

固定資産処分損益(△)  ― 12 ― 

償却債権取立損益(△)  ― △791 △1,819

特定取引資産の純増(△)減  △2 △4 △2

   貸出金の純増(△)減  △8,472 △15,557 △23,338

   預金の純増減(△)  10,948 21,115 △11,281

   借用金(劣後特約付借入金 
   を除く)の純増減(△) 

 556 632 684

   コールローン等の 
   純増(△)減 

 △25 117 90

   コールマネー等の 
   純増減(△) 

 13 △2,999 3,014

   外国為替(資産)の 
   純増(△)減 

 73 43 △21

   外国為替(負債)の 
   純増減(△) 

 5 △13 19

   資金運用による収入  9,751 9,052 19,645

   資金調達による支出  △609 △793 △1,229

   その他  △2,176 △1,111 △2,881

小計  6,324 6,108 △23,549

   法人税等の支払額  △59 ― △156

   法人税等の還付額  ― 5 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,265 6,114 △23,705
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(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  △29,598 △31,256 △42,157

   有価証券の売却による収入  11,526 5,276 19,327

   有価証券の償還による収入  4,299 21,925 12,475

   動産不動産の取得 
   による支出 

 △165 ― △421

動産不動産の売却 
による収入 

 ― ― 23

有形固定資産の取得 
による支出 

 ― △69 ― 

子会社の清算に伴う支出  ― △22 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △13,937 △4,146 △10,753

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  1,250 ― 3,250

劣後特約付借入金の返済に
よる支出 

 △3,000 ― △6,000

社債の発行による収入  ― 30 6,700

   配当金支払額  ― △1,586 ―

   少数株主への配当金支払額  △0 △22 △0

自己株式の取得による支出  △3 △7 △10

   自己株式の売却による収入  0 0 100

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,753 △1,585 4,040

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 3 △3 10

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 △9,422 378 △30,409

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 84,580 54,171 84,580

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 75,157 54,549 54,171
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー 

計算書 
(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   ８社

  会社名  

   株式会社びわこビジ

ネスサービス 

   びわ銀総合管理株式

会社 

   びわ銀モーゲージサ

ービス株式会社 

   びわ銀リース株式会

社 

   びわこ信用保証株式

会社 

   びわ銀カード株式会

社 

   びわ銀ソフトウェア

株式会社 

   株式会社びわこコン

ピュータサービス 

(1) 連結子会社   ８社

  会社名  

   株式会社びわこビジ

ネスサービス 

   びわ銀総合管理株式

会社 

   びわ銀モーゲージサ

ービス株式会社 

   びわ銀リース株式会

社 

   びわこ信用保証株式

会社 

   びわ銀カード株式会

社 

   びわ銀ソフトウェア

株式会社 

   株式会社びわこコン

  ピュータサービス 

なお、びわ銀ソフトウェ

ア株式会社は、平成18年9

月27日をもって清算結了し

ており、当中間連結会計期

間においては損益計算書の

み連結しております。 

(1) 連結子会社   ８社

  会社名  

   株式会社びわこビジ

ネスサービス 

   びわ銀総合管理株式

会社 

   びわ銀モーゲージサ

ービス株式会社 

   びわ銀リース株式会

社 

   びわこ信用保証株式

会社 

   びわ銀カード株式会

社 

   びわ銀ソフトウェア

株式会社 

   株式会社びわこコン

ピュータサービス 

 (2) 非連結子会社 

  該当ありません。 

(2) 非連結子会社 

同左 

(2) 非連結子会社 

同左 

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 

  該当ありません。 

(2) 持分法適用の関連会社

  該当ありません。 

(3) 持分法非適用の非連結

子会社 

  該当ありません。 

(4) 持分法非適用の関連会

社 

  該当ありません。 

(1) 持分法適用の非連結子

会社 

同左 

(2) 持分法適用の関連会社

同左 

(3) 持分法非適用の非連結

子会社 

同左 

(4) 持分法非適用の関連会

社 

同左 

(1) 持分法適用の非連結子

会社 

同左 

(2) 持分法適用の関連会社

同左 

(3) 持分法非適用の非連結

子会社 

同左 

(4) 持分法非適用の関連会

社 

同左 

３ 連結子会社の(中間)

決算日等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日

は次のとおりであります。

   ９月末日   ８社

 連結子会社の中間決算日

は次のとおりであります。

   ９月末日   ７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   ８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。 

(1) 商品有価証券の評価基

準及び評価方法 

同左 

(1) 商品有価証券の評価基

準及び評価方法 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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、中間連結決算

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) 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、中間連結決算

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、全部純資産

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) 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。 

  (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  (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 

(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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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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、年間減価

償却費見積額を期間によ

り按分し計上しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

  建物 10年～50年 

  動産 ２年～20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。 

(4) 減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  当行の有形固定資産

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、年間

減価償却費見積額を期間

により按分し計上してお

ります。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

  建物 10年～50年 

  動産 ２年～20年 

  連結子会社の有形固定

資産については、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。 

(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 10年～50年 

  動産 ２年～20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。 

 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(５年)に基づく

定額法により償却してお

ります。 

② 無形固定資産 

  無形固定資産の減価償

却は、定額法により償却

しております。なお、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(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 

  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(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、その残額を計

上しております。 

(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、その残額を計

上しております。 

(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、その残額を計

上しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   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96,776百万円でありま

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。

  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95,332百万円でありま

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。

  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99,114百万円でありま

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。
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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、当中間連結会計期間

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 

(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。 

 (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、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。また、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。 

  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

から費用処理 

 

(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、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。また、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。 

  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

から費用処理 

 

(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、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。 

  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

から費用処理 

  また、従来、実際運用

収益が期待運用収益を超

過したこと等による数理

計算上の差異の発生又は

給付水準を引き下げたこ

とによる過去勤務債務の

発生により、年金資産が

企業年金制度に係る退職

給付債務を超えることと

なった場合における当該

超過額（以下「未認識年

金資産」という。）は

「退職給付に係る会計基

準注解」（注１）１によ

り資産及び利益として認

識しておりませんでした

が、平成17年３月16日付

で「退職給付に係る会計

基準」（企業会計審議会

平成10年６月16日）の一

部が改正され、未認識年

金資産を資産及び利益と

して認識することが認め

られました。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

     これに伴い、「『退職

給付に係る会計基準』の

一部改正」（企業会計基

準適用指針第３号平成17

年３月16日）を適用し、

当連結会計年度から未認

識年金資産を数理計算上

の差異として費用の減額

処理の対象としておりま

す。これによる退職給付

引当金（前払年金費用）

への影響はありません。

なお、数理計算上の差異

の償却は、発生の翌期か

ら費用処理することから

当期の損益への影響はあ

りません。 

 (8) 外貨建資産・負債の換

算基準 

  当行の外貨建資産・負

債については、中間連結

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 

(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。

 

 (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 

(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

  当行の金利リスクに対

するヘッジ会計の方法

は、金利スワップが資産

又は負債に係る金利の受

払条件を変換することを

目的として利用してお

り、資産又は負債と金利

スワップの想定元本、利

息の受払条件(利子率、

利息の受払日等)及び契

約期間がほぼ同一であ

り、一体と見られる取引

についてのみ、金利スワ

ップの特例処理を採用し

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 

(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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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

（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。ただ

し、動産不動産に係る控

除対象外消費税等は当中

間連結会計期間の費用に

計上しております。 

(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。ただ

し、有形固定資産に係る

控除対象外消費税等は当

中間連結会計期間の費用

に計上しております。 

(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。ただ

し、動産不動産に係る控

除対象外消費税等は当連

結会計期間の費用に計上

しております。 

５ (中間)連結キャッシ

ュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金の範囲は、中間連結貸

借対照表上の「現金預け

金」と同一であります。

同左   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」と同

一であります。 
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な会計方針の変更  

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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

中間連結会計期間から適用しており

ます。これにより税金等調整前中間

純利益は 25 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。 

――― （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

連結会計期間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 25 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。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基

準第5号平成17年12月9日）および

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第８号平

成17年12月９日）を当中間会計期

間から適用しております。なお、

当中間連結会計期間末における従

来の「資本の部」に相当する金額

は40,256百万円であります。 

  なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則および銀行法施行規則の改

正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則および銀行法施行規則に

より作成しております。 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準） 

 「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準」（企業会

計基準第１号平成14年２月21日）

及び「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第２

号平成14年２月21日）が平成17年

12月27日付け及び平成18年８月11

日付けで一部改正され、会社法の

定めが適用される処理に関して適

用されることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同会

計基準及び適用指針を適用してお

ります。これによる中間連結貸借

対照表等に与える影響は軽微であ

ります。 

――― 
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表 示 方 法 の 変 更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

―――    「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）

別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正す

る内閣府令」（内閣府令第60号平成18年４月28

日）により改正され、平成18年４月１日以後開始

する事業年度から適用されることとなったことに

伴い、当中間会計期間から以下のとおり表示を変

更しております。 

（中間連結貸借対照表関係） 

 (1)負債の部の次に表示していた「少数株主持分」

は、純資産の部に表示しております。 

 (2)「動産不動産」は「有形固定資産」「無形固定資

産」または「その他資産」に区分して表示してお

ります。 

 (3)「その他資産」に含めて表示していたソフトウェ

アは、「無形固定資産」に含めて表示しておりま

す。 

 (4)負債の部に独立掲記していた「連結調整勘定」

は、「負ののれん」として表示しております。 

（中間連結損益計算書関係） 

    連結調整勘定償却は、従来、「経常費用」中

「その他経常費用」で処理しておりましたが、当

中間連結会計期間からは無形固定資産償却として

「経常費用」中「営業経費」に含めております。 

（中間連結キャッシュフロー計算書関係） 

 (1)「連結調整勘定償却額」は「のれん償却額」に含

めて表示しております。 

 (2)「動産不動産処分損益（△）」は、中間連結貸借

対照表の「動産不動産」が「有形固定資産」、

「無形固定資産」等に区分されたことに伴い、

「固定資産処分損益（△）」として表示しており

ます。また、「動産不動産の取得による支出」は

「有形固定資産の取得による支出」等として、

「動産不動産の売却による収入」は、「有形固定

資産の売却による収入」等として表示しておりま

す。 
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 注 記 事 項  

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 貸出金（求償債権等を含む。

以下４まで同様）のうち、破綻

先債権額は4,337百万円、延滞

債権額は23,332百万円でありま

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（求償債権等を含む。

以下４まで同様）のうち、破綻

先債権額は4,656百万円、延滞

債権額は22,312百万円でありま

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（求償債権等を含む。

以下４まで同様）のうち、破綻

先債権額は4,182百万円、延滞

債権額は24,880百万円でありま

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カ月以上延

滞債権額は157百万円でありま

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。 

※２ 貸出金のうち、３カ月以上延

滞債権額は238百万円でありま

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。 

※２ 貸出金のうち、３カ月以上延

滞債権額は400百万円でありま

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、貸出条件緩和

債権額は11,606百万円でありま

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カ月以上延滞債権に

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7,452百万円でありま

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カ月以上延滞債権に

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8,942百万円でありま

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カ月以上延滞債権に

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

39,433百万円であります。 

   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

34,660百万円であります。 

   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

38,405百万円であります。 

   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。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※５ 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、中

間連結貸借対照表計上額は、

1,003百万円であります。 

※５    ――― ※５ 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、期

末残高の総額は、1,001百万円

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、

12,325百万円であります。 

※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、

9,464百万円であります。 

※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、

13,165百万円であります。 

※７ 住宅ローン債権証券化（ＲＭ

Ｂ Ｓ － Residential Mortgage 

Backed Securities）により、

組成した優先受益権及び劣後受

益権74,102百万円を継続保有

し、貸出金に73,248百万円、現

金準備金として現金預け金に

905百万円を計上しておりま

す。 

   また、貸出債権証券化（ＣＬ

Ｏ － Collateralized Loan 

Obligation）により、会計上売

却処理をした貸出金元本の当期

末残高は2,875百万円でありま

す。なお、当行はＣＬＯの劣後

受益権741百万円を継続保有

し、貸出金に計上しておりま

す。 

※７ 住宅ローン債権証券化（ＲＭ

Ｂ Ｓ － Residential Mortgage 

Backed Securities）により、

組成した優先受益権及び劣後受

益権65,153百万円を継続保有

し、貸出金中の「証書貸付」に

64,289百万円、現金準備金とし

て現金預け金中の「預け金」に

864百万円を計上しておりま

す。 

   また、貸出債権証券化（ＣＬ

Ｏ － Collateralized Loan 

Obligation）により、会計上売

却処理をした貸出金元本の当期

末残高は4,058百万円でありま

す。なお、当行はＣＬＯの優先

受益権50百万円を継続保有し、

「買入金銭債権」に計上し、ま

た、劣後受益権780百万円を継

続保有し、貸出金中の「証書貸

付」に計上しております。 

※７ 住宅ローン債権証券化（ＲＭ

Ｂ Ｓ － Residential Mortgage 

Backed Securities）により、

組成した優先受益権及び劣後受

益権69,504百万円を継続保有

し、貸出金に68,699百万円、現

金準備金として現金預け金に

804百万円を計上しておりま

す。 

   また、貸出債権証券化（ＣＬ

Ｏ － Collateralized Loan 

Obligation）により、会計上売

却処理をした貸出金元本の当期

末残高は4,058百万円でありま

す。なお、当行はＣＬＯの優先

受益権50百万円を継続保有し、

「買入金銭債権」に計上し、ま

た、劣後受益権783百万円を継

続保有し、貸出金中の「証書貸

付」に計上しております。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※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 18,899百万円 

預け金 
(定期預金) 

13百万円 

  担保資産に対応する債務 

預金 1,526百万円 

借用金 500百万円 

   上記のほか、内国為替決済、

保証供託金等の代用として、有

価証券18,250百万円、借用金

5,185百万円の担保として未経

過リース契約債権7,415百万

円、50,000百万円のコミットメ

ントライン設定の担保として、

住宅ローン債権証券化による優

先信託受益権55,440百万円を差

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1,043百万円であり

ます。 

   なお、手形の再割引は、「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

理しておりますが、これにより

引き渡した銀行引受手形、商業

手形、荷付為替手形及び買入外

国為替はありません。 

※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 18,100百万円

預け金 
(定期預金)

13百万円

  担保資産に対応する債務 

預金 520百万円

   上記のほか、内国為替決済、

保証供託金等の代用として、有

価証券18,726百万円、借用金

6,381百万円の担保として未経

過リース契約債権8,774百万

円、40,000百万円のコミットメ

ントライン設定の担保として、

住宅ローン債権証券化による優

先信託受益権47,473百万円を差

し入れております。関係会社の

借入金の担保として、有価証券

497百万円を差し入れておりま

す。 

   また、その他資産のうち保証

金は926百万円であります。 

   なお、手形の再割引は、「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

理しておりますが、これにより

引き渡した銀行引受手形、商業

手形、荷付為替手形及び買入外

国為替はありません。 

※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  17,947百万円

預け金 
(定期預金) 

13百万円

  担保資産に対応する債務 

預金 1,344百万円

   上記のほか、内国為替決済、

保証供託金等の代用として、有

価証券17,935百万円、借用金

5,162百万円の担保として未経

過リース契約債権8,237百万

円、40,000百万円のコミットメ

ントライン設定の担保として、

住宅ローン債権証券化による優

先信託受益権52,327百万円を差

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1,016百万円であり

ます。 

   なお、手形の再割引は、「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

理しておりますが、これにより

引き渡した銀行引受手形、商業

手形、荷付為替手形及び買入外

国為替はありません 

※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、10,090百万円

であります。このうち契約残存

期間が１年以内のものが10,010

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、36,183百万円

であります。このうち契約残存

期間が１年以内のものが29,532

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、70,118百万円

であります。このうち契約残存

期間が１年以内のものが33,476

百万円あります。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

   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、契約後も定期的に予

め定めている行内(社内)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。 

   上記以外に個人預金者向けの

総合口座取引に係る融資未実行

残高が143,574百万円ありま

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、契約後も定期的に予め定め

ている行内(社内)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。

   上記以外に個人預金者向けの

総合口座取引に係る融資未実行

残高が141,531百万円ありま

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、契約後も定期的に予

め定めている行内(社内)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。 

   上記以外に個人預金者向けの

総合口座取引に係る融資未実行

残高が140,174百万円ありま

す。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※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、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11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路線価の

ない土地は第２条第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中

間連結会計期間末における時

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  3,946百万円 

※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、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

純資産の部に計上しておりま

す。 

   再評価を行った年月日 

平成11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路線価の

ない土地は第２条第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中

間連結会計期間末における時

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  3,821百万円 

※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、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11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路線価の

ない土地は第２条第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     3,805百万円

※11 動産不動産の減価償却累計額 

11,690百万円 

※11有形固定資産の減価償却累計額

11,686百万円

※11 動産不動産の減価償却累計額

11,907百万円

※12 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8,750百万円が含まれており

ます。 

※12 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7,750百万円が含まれており

ます。 

※12 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7,750百万円が含まれており

ます。 

※13     ――― ※13 社債には、劣後特約付社債

6,000百万円が含まれておりま

す。 

※13 社債には、劣後特約付社債

6,000百万円が含まれておりま

す。 

※14 連結会社が保有する当行の株

式の数 

普通株式     260千株 

※14 連結会社が保有する当行の株

式の数 

普通株式     ― 千株

※14 連結会社が保有する当行の株

式の数 

普通株式    224千株
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ その他経常費用には、貸倒引

当金繰入額1,660百万円、債権

売却損703百万円を含んでおり

ます。 

※１ その他経常費用には、貸倒

引当金繰入額2,031百万円、貸

出金償却7百万円、債権売却損

8百万円を含んでおります。 

※１ その他の経常費用には、債権

売却損1,119百万円、貸出金償却

131百万円を含んでおります。 

※２ 特別利益には、償却債権取立

益1,196百万円を含んでおりま

す。 

※２ 特別利益には、償却債権取

立益791百万円を含んでおりま

す。 

※２ 特別利益には、償却債権取立

益1,819百万円を含んでおりま

す。 

※３ 当行グループは、次の資産に

ついて減損損失を計上しており

ます。 

地域 滋賀県内 

主な用途 遊休不動産 ５ヵ所 

種類 土地、建物 

減損損失額 25百万円 

当行は、原則として管理会計

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、

遊休資産については各資産単位

でグルーピングを行っておりま

す。また、本部、事務センタ

ー、寮等については、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。 

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。 

減損損失を計上した遊休不動

産は、地価の下落により含み損

を有しており、将来キャッシ

ュ・フローを生まないことから

帳価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（25百万円）を

減損損失として特別損失に計上

しております。 

   なお、当中間連結会計年度に

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

であり、正味売却価額は不動産

鑑定評価額に基づき算定してお

ります。 

※３    ――― ※３ 当行グループは、次の資産に

ついて減損損失を計上しており

ます。 

地域 滋賀県内 

主な用途 遊休不動産 ５ヵ所 

種類 土地、建物 

減損損失額 25百万円 

当行は、原則として管理会計

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、

遊休資産については各資産単位

でグルーピングを行っておりま

す。また、本部、事務センタ

ー、寮等については、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。 

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。 

減損損失を計上した遊休不動

産は、地価の下落により含み損

を有しており、将来キャッシ

ュ・フローを生まないことから

帳価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（25百万円）を

減損損失として特別損失に計上

しております。 

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であ

り、正味売却価額は不動産鑑定

評価額に基づき算定しておりま

す。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係） 

Ⅰ 当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

(単位：千株） 

 
前連結会計 

年度末株式数 

当中間連結 

会計期間増加

株式数 

当中間連結 

会計期間減少

株式数 

当中間連結 

会計期間末 

株式数 

摘要 

発行済株式    

 普通株式 140,188 － － 140,188  

 優先株式 50,625 － － 50,625  

合計 190,813 － － 190,813  

    

自己株式    

 普通株式 224 28 1 250 (注) 

 優先株式 － － － －  

合計 224 28 1 250  

(注)株式数の増加は単元未満株式の買い取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によるものであ 

  ります。 

 

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  該当ありません。 

 

３．配当に関する事項 

(決  議） 株式の種類 
配当金の総額

(百万円） 

一株当たりの

金額(円) 
基準日 効力発生日 

普通株式 139 1.00
平成18年3月31

日 

平成18年6月28

日 平成18年6月27日 

定時株主総会 
優先株式 1,446 28.57

平成18年3月31

日 

平成18年6月28

日 

 

 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日  

 後となるもの 

  該当ありません。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末

残高と中間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９月30日現在 

現金預け金勘定 75,157百万円 

現金及び 

現金同等物 
75,157百万円 

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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９月30日現在 

現金預け金勘定 54,549百万円

現金及び 

現金同等物 
54,549百万円

 

※ 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 54,171百万円

現金及び 

現金同等物 
54,171百万円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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(借主側) 

 ・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中間連結会

計期間末残高相当額 

 
動産 

(百万円) 
その他 

(百万円)
合計 

(百万円) 

取得価額 
相当額 

17 ― 17 

減価償却 
累計額 
相当額 

2 ― 2 

減損損失 
累計額 
相当額 

― ― ― 

中間連結 
会計期間末 
残高相当額 

14 ― 14 

 ・未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

 １年内 3百万円 

 １年超 11百万円 

 合計 15百万円 

 ・リース資産減損勘定の中間連結

会計期間末残高   14百万円 

 ・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、支払利息相当額及び減損損

失 

 支払リース料 1百万円 

 リース資産減損勘

定の取崩額 
―百万円 

 減価償却費相当額 1百万円 

 支払利息相当額 0百万円 

 減損損失 ―百万円 

 ・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。 

 ・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各中間連結会計期

間への配分方法については、利

息法によっております。 

１ 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(借主側)

 ・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中間連結会

計期間末残高相当額 

 
動産 

(百万円)
その他

(百万円)
合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 

17 ― 17

減価償却 
累計額 
相当額 

6 ― 6

減損損失 
累計額 
相当額 

― ― ―

中間連結 
会計期間末
残高相当額

11 ― 11

 ・未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

 １年内 3百万円

 １年超 8百万円

 合計 11百万円

 ・リース資産減損勘定の中間連結

会計期間末残高   －百万円

 ・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、支払利息相当額及び減損損

失 

 支払リース料 1百万円

 リース資産減損勘

定の取崩額 
―百万円

 減価償却費相当額 1百万円

 支払利息相当額 0百万円

 減損損失 ―百万円

 ・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。 

 ・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各中間連結会計期

間への配分方法については、利

息法によっております。 

１ 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(借主側)

 ・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 

 
動産 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 

13 4 17

減価償却 
累計額 
相当額 

3 0 4

減損損失 
累計額 
相当額 

― ― ―

年度末 
残高相当額 

9 3 13

 ・未経過リース料年度末残高相当

額 

 １年内 3百万円

 １年超 9百万円

 合計 13百万円

 ・リース資産減損勘定の年度末 

  残高       －百万円 

 ・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、支払利息相当額及び減損損

失 

 支払リース料 3百万円

 リース資産減損勘

定の取崩額 
―百万円

 減価償却費相当額 3百万円

 支払利息相当額 0百万円

 減損損失 ―百万円

 ・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。 

 ・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各連結会計年度へ

の配分方法については、利息法

によっております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 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(貸主側) 

 ・リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間連結会計期間

末残高 

 
動産 

(百万円) 
その他 

(百万円)
合計 

(百万円) 

取得価額 17,798 4,768 22,566 

減価償却 
累計額 

12,005 2,810 14,815 

中間連結 
会計期間末 
残高 

5,793 1,957 7,751 

 ・未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

 １年内 2,828百万円 

 １年超 6,269百万円 

 合計 9,098百万円 

  (注) 未経過リース料中間連結

会計期間末残高相当額は、

未経過リース料期末残高及

び見積残存価額の残高の合

計額、営業債権の中間連結

会計期間末残高等に占める

割合が低いため、受取利子

込み法により算出しており

ます。 

 ・受取リース料、減価償却費 

 受取リース料 1,607百万円 

 減価償却費 1,289百万円 
 

２ 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(貸主側)

 ・リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間連結会計期間

末残高 

 
動産 

(百万円)
その他

(百万円)
合計 

(百万円)

取得価額 17,802 5,843 23,646

減価償却 
累計額 

11,639 3,392 15,032

中間連結 
会計期間末
残高 

6,162 2,451 8,613

 ・未経過リース料中間連結会計期

間末残高相当額 

 １年内 3,086百万円

 １年超 6,951百万円

 合計 10,037百万円

  (注) 未経過リース料中間連結

会計期間末残高相当額は、

未経過リース料期末残高及

び見積残存価額の残高の合

計額、営業債権の中間連結

会計期間末残高等に占める

割合が低いため、受取利子

込み法により算出しており

ます。 

 ・受取リース料、減価償却費 

 受取リース料 1,749百万円

 減価償却費 1,386百万円
 

２ 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(貸主側)

 ・リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び年度末残高 

 
動産 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
合計 

(百万円)

取得価額 17,926 5,436 23,363

減価償却 
累計額 

11,770 3,205 14,976

年度末 
残高 

6,156 2,230 8,386

 ・未経過リース料年度末残高相当

額 

 １年内 2,967百万円

 １年超 6,815百万円

 合計 9,782百万円

  (注) 未経過リース料年度末残

高相当額は、未経過リース

料期末残高及び見積残存価

額の残高の合計額、営業債

権の年度末残高等に占める

割合が低いため、受取利子

込み法により算出しており

ます。 

 ・受取リース料、減価償却費 

 受取リース料 3,293百万円

 減価償却費 2,602百万円
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(有価証券関係) 

※１ 中間連結貸借対照表の「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、中間財務諸表における注記事

項として記載しております。 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 
 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 
 

 
取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借 
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 9,148 15,399 6,250 6,457 207

債券 90,588 91,219 630 821 190

 国債 59,915 60,329 413 522 108

 地方債 11,432 11,542 109 142 32

 短期社債 ― ― ― ― ―

 社債 19,240 19,347 107 156 49

その他 10,090 11,200 1,110 1,138 28

合計 109,828 117,819 7,991 8,417 426

(注) １ 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間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。 
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て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ないものと判断したものについては、当該時価をもって中間連結貸
借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」とい
う。）しております。 

  当中間連結会計期間における減損処理額はありません。 
  また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおり定めております。 
   期末月１カ月の平均時価が取得原価から50％以上下落した銘柄は一律 
   期末月１カ月の平均時価が取得原価の30％以上下落した銘柄は一定期間の時価推移を勘案 
   期末日の時価が取得原価対比下落した銘柄は一定期間の時価推移および当該発行会社の業績・信用リ

スク等を勘案 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成17年９月30日現

在) 
 

 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 
 社債 

110

その他有価証券 
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

419
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Ⅱ 当中間連結会計期間末 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年９月30日現在) 
 

 
取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 
(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

株式 8,939 15,106 6,167 

債券 89,470 88,913 △556 

 国債 62,000 61,444 △556 

 地方債 5,939 5,978 39 

 短期社債 － － － 

 社債 21,530 21,490 △39 

その他 14,116 15,063 947 

合計 112,526 119,083 6,557 

(注) １ 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間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 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て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、当該時価をもって中間連結
貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」
という。）しております。 

  当中間連結会計期間における減損処理額は347百万円であります。 
  また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおり定めております。 
   期末月１カ月の平均時価が取得原価から50％以上下落した銘柄は一律 
   期末月１カ月の平均時価が取得原価の30％以上下落した銘柄は一定期間の時価推移を勘案 
   期末日の時価が取得原価対比下落した銘柄は一定期間の時価推移および当該発行会社の業績・信用リ

スク等を勘案 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成18年９月30日現

在) 
 

 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 
 社債 

110

その他有価証券 
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

409

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券中の非上場株式（店頭売買株式を除く）について1百万円減

損処理を行っております。減損処理は、時価相当額（一株当たり純資産額）が取得原価から50％以上下落し

た銘柄が対象であります。 
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Ⅲ 前連結会計年度末 

 

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 2 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) 

該当ありません。 

 

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 10,352 19,070 8,718 8,820 102

債券 84,602 83,284 △1,317 93 1,410

 国債 60,010 58,862 △1,148 3 1,151

 地方債 6,272 6,239 △33 34 68

 短期社債 ― ― ― ― ―

 社債 18,318 18,182 △136 55 191

その他 12,513 14,316 1,802 1,852 50

合計 107,468 116,671 9,203 10,766 1,563

(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。 

３ 減損処理については、連結会計年度末月１カ月の平均時価が取得原価から50％以上下落した銘柄は一律、

連結会計年度末月１カ月の平均時価が取得原価の30％以上下落した銘柄は一定期間の時価推移を勘案し、

また連結会計年度末日の時価が取得原価対比下落した銘柄は一定期間の時価推移および当該発行会社の業

績・信用リスク等を勘案して行っております。 

 

４ 当該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 19,478 1,704 110
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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 
 社債 

110

その他有価証券 
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

418

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券中の非上場株式（店頭売買株式を除く）について19百万円減損

処理を行っております。減損処理は、時価相当額（一株当たり純資産額）が取得原価から50％以上下落した

銘柄が対象であります。 

 

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 5,417 42,498 15,857 19,621

 国債 2,504 29,644 7,092 19,621

 地方債 188 1,807 4,243 ―

 短期社債 ― ― ― ―

 社債 2,724 11,046 4,521 ―

その他 ― ― ― ―

合計 5,417 42,498 15,857 19,621
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(金銭の信託関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

該当ありません。 

 

Ⅱ 当中間連結会計期間末 

該当ありません。 

 

Ⅲ 前連結会計年度末 

該当ありません。 

 

(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

○ その他有価証券評価差額金(平成17年９月30日現在) 

中間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 7,991 

 その他有価証券 7,991 

 その他の金銭の信託 ― 

(△) 繰延税金負債 3,224 

その他有価証券評価差額金 
(持分相当額調整前) 

4,766 

(△) 少数株主持分相当額 0 

(＋) 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 4,766 

 

Ⅱ 当中間連結会計期間末 

○ その他有価証券評価差額金(平成18年９月30日現在) 

中間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 6,557 

 その他有価証券 6,557 

 その他の金銭の信託 ― 

(△) 繰延税金負債 2,646 

その他有価証券評価差額金 
(持分相当額調整前) 

3,911 

(△) 少数株主持分相当額 0 

(＋) 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 3,911 

 



株式会社 びわこ銀行 

― 40 ― 

Ⅲ 前連結会計年度末 

○ 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 9,203 

 その他有価証券 9,203 

 その他の金銭の信託 ― 

(△) 繰延税金負債 3,713 

その他有価証券評価差額金 
(持分相当額調整前) 

5,489 

(△) 少数株主持分相当額 0 

(＋) 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 5,489 
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(デリバティブ取引関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

(1) 金利関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

(2) 通貨関連取引(平成17年９月30日現在) 

 

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

取引所 通貨先物 ― ― ―

 オプション ― ― ―

店頭 通貨スワップ ― ― ―

 為替予約 675 693 △18

 通貨オプション ― ― ―

 その他 ― ― ―

合計 ――― 693 △18

(注)  上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間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)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中間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。 

 

(3) 株式関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

(4) 債券関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

(5) 商品関連取引(平成17年９月30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９月30日現在) 

該当ありません。 
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Ⅱ 当中間連結会計期間末 

(1) 金利関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当事項なし。 

 

(2) 通貨関連取引(平成18年９月30日現在) 

 

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

取引所 通貨先物 ― ― ―

 オプション ― ― ―

店頭 通貨スワップ ― ― ―

 為替予約 521 540 1

 通貨オプション ― ― ―

 その他 ― ― ―

合計 ――― 540 1

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間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中間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。 

 

(3) 株式関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

(4) 債券関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

(5) 商品関連取引(平成18年９月30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９月30日現在) 

該当ありません。 
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Ⅲ 前連結会計年度末 

１ 取引の状況に関する事項 

当行はお客様との取引として、インパクトローンと外貨預金等の資金取引関連と輸出取引等の貿

易取引関連に係る為替取引に関する先物予約のほか、当行自身の各オンバランス取引に係るリスク

ヘッジのデリバティブ取引を行っています。なお、連結子会社においては、デリバティブ取引を行

っておりません。 

デリバティブの取組方針は、金利・為替・価格変動の各種リスクを回避、減少させる「リスクヘ

ッジ」を主たる利用目的としており、取引の内容は以下の３種類であります。(但し、平成18年３

月31日現在、国債先物の残高はございません。) 

イ) 外国為替先物予約 

ロ) 円金利スワップ 

ハ) 国債先物 

デリバティブ取引では、マーケットリスク、信用リスクを内包しています。 

マーケットリスクは、市場変動から損失を被る可能性のあるリスクですが、目的をヘッジに置く

ことにより、オンバランスの資産・負債との間でリスクを打ち消す効果を出しています。マーケッ

トリスクの測定については、外国為替先物予約は引直相場により、また、円金利スワップは将来の

キャッシュフローを現在価値に割り引いたＮＰＶの算出により、そして国債先物は取引所の清算価

格で各々時価評価しています。 

信用リスクは、取引先の契約不履行によって発生するものです。信用リスクの測定は、カレン

ト・エクスポージャー方式で算出し、各取引先ごとに信用リスク相当額を管理しています。取引先

としては、デリバティブ取引の仕組み、リスクの所在を理解している先に絞るほか、特定先に集中

しないよう分散を図っています。 

リスク管理体制は、取引担当部内で取引実行部門(フロントオフィス)と事務管理部門(バックオ

フィス)とに分離し、相互牽制体制を確立しています。また、経営陣へのリスク管理情報の報告体

制は、月次のポジションや評価損益等の報告のほか随時担当部長による報告が行われています。 

また、デリバティブ取引は、ヘッジ対象となるオンバランスの資産・負債とオン・オフ一体管理

をしています。 

取引の時価に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 



株式会社 びわこ銀行 

― 44 ― 

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) 

 

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 ― ― ― ―

  受取変動・支払固定 ― ― ― ―

  受取変動・支払変動 ― ― ― ―

 金利オプション  

  売建 ― ― ― ―

  買建 ― ― ― ―

 その他  

  売建 ― ― ― ―

  買建 ― ― ― ―

 合計 ――― ――― ― ―

(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 

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。 
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(2) 通貨関連取引(平成18年３月31日現在) 

 

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 ― ― ― ―

 為替予約  

  売建 200 ― 201 △1

  買建 10,297 ― 10,298 1

 通貨オプション  

  売建 ― ― ― ―

  買建 ― ― ― ―

 その他  

  売建 ― ― ― ―

  買建 ― ― ― ―

 合計 ――― ――― 10,500 0

(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)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。 
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 セ グ メ ン ト 情 報  
 
(事業の種類別セグメント情報) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
 

 
銀行業 
(百万円) 

リース業 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益   

(1) 外部顧客に対する 
  経常収益 

12,031 1,921 475 14,427 ― 14,427

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

48 349 454 852 (852) ―

計 12,079 2,270 929 15,280 (852) 14,427

経常費用 10,338 2,172 872 13,383 (810) 12,573

経常利益 1,741 98 57 1,897 (42) 1,854

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

 
銀行業 
(百万円) 

リース業 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益   

(1) 外部顧客に対する 
  経常収益 

12,832 2,149 502 15,485 － 15,485

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

48 385 309 744 (744) －

計 12,881 2,535 812 16,230 (744) 15,485

経常費用 10,548 2,513 664 13,725 (735) 12,990

経常利益 2,333 22 148 2,504 (9) 2,494

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 
銀行業 
(百万円) 

リース業 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益   

(1) 外部顧客に対する 
  経常収益 

25,539 3,900 909 30,350 － 30,350

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

100 700 878 1,679 (1,679) －

計 25,640 4,601 1,788 32,029 (1,679) 30,350

経常費用 22,147 4,399 1,694 28,242 (1,598) 26,644

経常利益 3,492 201 93 3,787 (81) 3,706

(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 各事業の主な内容は次のとおりであります。 

  (1) 銀行業・・・・・銀行業 

  (2) リース業・・・・リース業 

  (3) その他・・・・・クレジットカード、信用保証業務等 
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(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。 
 

(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。 
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(１株当たり情報) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(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 △23.48 △4.71 △1.14 

１株当たり中間（当期）
純利益 

円 18.31 19.25 24.56 

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

円 7.27 7.65 13.86 

（注）算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間末

平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末

平成18年９月30日 

前連結会計年度末 

平成18年３月31日 

純資産の部の合計額 （百万円） ― 40,256 ―

純資産の部の合計額から控除する

金額        （百万円） 
― 40,915 ―

（うち新株予約権） ― ― ―

（うち少数株主持分） ― 415 ―

普通株式に係る中間期末の純資産

額         （百万円） 
― △659 ―

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末の普通株式の数 

（千株） 

― 139,937 ―

 ２．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益 百万円 2,559 2,695 4,881 

普通株主に帰属しない
金額 

百万円 ― ― ― 

うち利益処分による
役員賞与金 

百万円 ― ― ― 

うち利益処分による
優先配当額 

百万円 ― ― 1,446 

うち中間優先配当額 百万円 ― ― ― 

普通株式に係る中間 
(当期)純利益 

百万円 2,559 2,695 3,435 

普通株式の（中間） 
期中平均株式数 

千株 139,771 139,953 139,840 

     

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 ― ― ― 

 普通株式増加数 千株 212,201 212,201 212,201 

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 

 ― ― ―

 




