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決算取締役会開催日 平成18年11月17日 特定取引勘定設置の有無 無
米国会計基準採用の有無 無

1．平成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 ％

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

円 銭 円 銭

08 56

(注) 1. 持分法投資損益 平成18年9月中間期 百万円 平成17年9月中間期 百万円
平成18年3月期 百万円

2. 期中平均株式数（連結）平成18年9月中間期 株 平成17年9月中間期 株
平成18年3月期 株

3. 会計処理の方法の変更 無

（2）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

(注) 期末発行済株式数（連結）平成18年9月中間期 株 平成17年9月中間期 株
平成18年3月期 株

（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

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数 4 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
該当ありません。

2．平成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

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 円 銭

（財）財務会計基準機構会員

2,230 △ 42.2

対前年中間期

平成18年11月17日

)
増 減 率

3,381 51.6

中間（当期）
純 利 益

(

上 場 会 社 名

服 部 盛 隆

中間（当期）純利益

平成 17 年 9 月中間期

92,661平 成 18 年 3 月 期

54,716 65.7

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様
　々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料６ページ
　を参照してください。
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キャッシュ・フロー
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△ 58,891

平成 17 年 9 月中間期

平成 18 年 9 月中間期

平 成 18 年 3 月 期

(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。

(注1)「自己資本比率」は、(中間期末純資産の部合計－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。
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1．企 業 集 団 の 状 況 

  

（1）企業集団の事業の内容 

企業集団は、当行及び子会社 17 社、関連会社 1 社で構成されており、銀行業務を中心にリース業務、

カード業務、信用保証業務などの金融サービス等を提供しております。 

 

①当行の事業の内容 

 当行は、本店ほか支店 66 ヵ店、出張所 5 ヵ所において、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、

有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務並びに附帯業務（代理業務、

債務の保証、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務、証券仲介業務等）を行っております。 

 

②関係会社の事業の内容 

 子会社 17 社、関連会社 1 社は下記の業務を行っております。 

 イ．リース業務 

 ロ．カード業務 

 ハ．信用保証業務 

 ニ．その他業務 

 

（2）企業集団の事業系統図 

 

池 

　

田 
　

銀 

　

行

銀 行 業 務

リ ー ス 業 務

信 用 保 証 業 務

カ ー ド 業 務

そ の 他 業 務

本店及び支店　 67ヵ店

出張所　　　   ５ヵ所

事務所　　　   ２ヵ所

◎池銀リース株式会社

◎池銀総合保証株式会社

◎株式会社　ジェーアイ

　株式会社　ディーアイ

　株式会社　ブイアイ

◎池銀キャピタル株式会社

　池田ビジネスサービス株式会社

　池銀オフィスサービス株式会社

　池田モーゲージサービス株式会社

　ハイ･ブレーン株式会社

　池銀投資顧問株式会社

　株式会社　自然総研

◎は連結子会社

（ベンチャーキャピタル業務）

（現金精算、印刷業務）

（人材派遣業務）

（担保不動産評価・調査業務）

（コンピュータソフトの開発）

（投資顧問業務）

（情報サービス提供業務）

　投資事業組合　６組合
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2．経 営 方 針 

 

（1）経営の基本方針 

当行及びグループ各社は、経営の健全性と独自性を堅持し、お取引先や地域社会から不可欠な存在と

して信認を受け、地域と共生していくことを目指しております。 

これからも、お客さまから「“親切で新しい”地域のリーディングバンク」としての信頼を賜りますよ

う、以下の３つの基本方針のもと、役職員一同総力をあげて経営の諸施策に取り組んでまいります。 

◇ さまざまな“マッチング”をとおして、皆さまのお役に立ちます。 

◇ 時の流れに対応しつつ、“サウンド・バンキング”を堅持します。 

◇ 人間性豊かな人材の育成に努め、“愛される銀行”を目指します。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

利益の配分に関する基本方針は、銀行業としての公共性に鑑み、経営体質の強化や営業基盤の拡充を

図り、内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続的に行うこととしております。 

当期末配当金につきましては、期初の計画どおり、記念配当15円を含め１株につき65円（前年度50円）

とさせていただく予定であります。 

 

（3）営業に関する方針等 

 ①商品・サービス 

当行はおかげさまで創業55周年を迎えることができました。これまでのご愛顧に対する感謝の気持ち

を込めまして、より一層「お客さまのお役に立つ銀行」を目指し、努力を重ねてまいります。 

当行は、「地域社会との共生」を目指し、「＜池銀＞“地域起こし”制度」を推進しております。本制

度は優秀なビジネスプランを応援する「＜池銀＞ニュービジネス助成金」と、産学官連携などによる中

小企業の“事業多角化”や“第二の創業”を応援する「＜池銀＞コンソーシアム研究開発助成金」を中

心としたものです。 

「＜池銀＞ニュービジネス助成金」につきましては、平成18年度上期には幅広い分野から過去最高の

167件の応募をいただき、その中から、「ニュービジネス目利き委員会」の評価、審査を経て、“地域起こ

し”大賞１件、優秀賞２件及び奨励賞10件を決定いたしました。なお、本制度創設以来今回含む全７回

で、606件にものぼる応募をいただき、当助成金制度が京阪神の企業や起業家に広く認知され、地域起こ

しの着実な手応えを感じております。  

「＜池銀＞コンソーシアム研究開発助成金」につきましては、これまで88件の応募をいただき、その

中から独立行政法人中小企業基盤整備機構、大阪中小企業投資育成株式会社等、技術・産業事情に精通

した委員からなる「評価委員会」の審査を経て、32件の採択を決定してまいりました。 

また、地元有力大学との産学連携にも積極的に取り組んでおります。４月には新たに同志社大学と資

金・経営等の支援協定を締結、同時に専用の投資ファンドを創設し、９月にはこの第１号案件を決定い

たしました。現在、関西学院大学と甲南大学を含む３大学と連携しております。 

さらに、当行はビジネスマッチング活動を積極的に展開しております。４月には、「第３回＜池銀＞ビ

ジネス交流会」を、10月には「第７回＜池田銀行＞ＴＯＹＲＯビジネスマッチングフェア2006」を開催

いたしました。これまで全３回のビジネス交流会、７回のマッチングフェアを開催し、多数の方々にご

来場いただきました。 

これからも、このような幅広いビジネスマッチング活動を継続的に開催し、数多くの“新たなビジネ

ス”や“新たなパートナーとの出会いの場”を皆さまに提供してまいります。
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平成17年６月より、生体認証という最先端の本人確認技術を導入したＩＣキャッシュカード「＋ｓａ-

ｉｃａ（プラスサイカ）」を発行しております。「＋ｓａ-ｉｃａ（プラスサイカ）」は ＩＣカードのセキ

ュリティ特性を活かすとともに“生体認証機能”と“複数口座機能”を一体化して、“安心”と“便利”

の両機能を備え持つことを最大の特長にした当行オリジナル商品です。来年２月には、更なる利便性の

向上を目指して、スルっとＫＡＮＳＡＩの乗車券（ＰｉＴａＰａ）機能付のＩＣカード「ＨＡＮＡ Ｐ

ＬＵＳ（ハナプラス）カード」と一体化した「ハナプラスサイカ」を発行します。このカード１枚で、

生体認証機能付キャッシュカード、クレジットカード、乗車券、ＨＡＮＡ ＰＬＵＳのポイントカードと

してご利用いただけます。 

これからも「＋ｓａ-ｉｃａ（プラスサイカ）」の“安心”と“便利”を追求し続け、サービスの機能

拡充に努めてまいります。 

キャッシュカードの盗難・偽造の被害を防止及び極小化するため、ＩＣキャッシュカード発行の他に

も、これまで様々な取組みを行ってまいりました。平成17年10月より“類推されやすい暗証番号”のオ

ンラインチェックを開始し、キャッシュカードの１日あたりの利用限度額を“ＩＣチップ取引”と“磁

気ストライプ取引”に分けて設定することが可能となりました。また、お客さまのご希望によりキャッ

シュカードのご利用を当行のＡＴＭのみに限定することも可能になりました。さらに、３月にはキャッ

シュカードによる、ＡＴＭ利用、および番号相違になった場合等の取引情報をお客さまのメールアドレ

スに通知するサービスも開始いたしました。 

預金商品については、10月より、「すみれの花定期預金」の取扱いを開始いたしました。本商品は、抽

選により宝塚歌劇にご招待する特典付のユニークな定期預金です。また、本商品の発売に合わせてイン

ターネット支店も開設いたしました。当店はインターネットを通じてアクセスいただくバーチャル店舗

で、ご来店いただく必要がなく、待ち時間なしで全国から24時間ご利用いただけます。これは多くの人

が全国から宝塚に来訪される契機となり、宝塚の街の振興の一助となることも期待しております。 

投資信託商品については、７月よりインターネットバンキング専用ファンドとして、「ＨＳＢＣ新ＢＲ

ＩＣｓファンド」と「ＨＳＢＣインドオープン」の取扱いを開始いたしました。また、創業55周年記念

の当行専用ファンドとして「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド06-09」（愛称：リターンエース９）

の取扱いを８月より開始いたしました。現在、投資信託は30種類以上のラインアップとなっており、お

客さまの資産運用に関する多様な選択にお応えしてまいります。 

保険商品については８月より「スマイル２」、「ハッピーデイズ」（Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命）の変額

個人年金保険２商品の取扱いを開始いたしました。「スマイル２」は運用期間最短７年で年金原資が保証

される安心感のある商品です。また、「ハッピーデイズ」は年金原資の保証に加えまして目標設定ができ

る増やす楽しみのある商品です。10月より、５年ごと利差配当付であり、簡単な手続きでご加入できる

一時払終身保険「エブリバディ」（明治安田生命）の取扱いを開始いたしました。その他、医務告知不要

や外貨運用などの特色ある商品もラインアップしており、大切なご家族に資産を遺したいといったご要

望にもお応えしてまいります。 

このように当行は、創業のこころ“親切で新しい”を大切に、地元の皆さまの様々なライフプランに

安心してお応えできますように努めております。 

 

 ②営業拠点 

営業拠点につきましては、お客さまの利便性向上と営業力強化を同時に図るため、店舗ネットワーク

の拡充に積極的に取組んでまいりました。 

また、個人のお客さまの利便性向上を目的に、住宅ローンプラザを平成14年度から順次拡大してまい

りました。住宅ローンプラザは平成18年９月末現在で合計10ヵ所となり、土曜日営業など営業時間の拡

大にも取組んでおります。 

９月には池田市と友好都市提携関係にある中国江蘇省蘇州市に蘇州駐在員事務所を開設いたしました。

蘇州市は大規模な産業都市整備を進めており、日系企業の進出が急増している地域です。ここに拠点を

設け、お取引先の中国ビジネスをサポートしてまいります。
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さらに創業55周年を機に、大阪梅田に建設を進めていた「大阪梅田池銀ビル」が来年２月に竣工いた

します。大阪梅田は、ＪＲ大阪駅北地区や茶屋町地区で大規模な再開発が進行しています。当行店舗ネ

ットワークの“扇の要”であるここに「大阪梅田本部」を新設することによって、営業推進機能を集中

させ、積極的な営業展開と存在感ある情報発信を目指します。新ビルには「大阪梅田営業部」を併設し、

営業力強化を図るとともに、主要関連会社も集約することによって、スピード感ある“営業推進”と“効

率化”を進めてまいります。また、総合金融サービスをご提供するため、安心してゆっくりご相談いた

だける専用フロアとして「プライベートバンキングサロン」（仮称）も設置します。 

これからも“もっと身近に”、“もっと便利に”をモットーに、多様化するお客さまのニーズにお応え

できますよう、店舗ネットワークの整備・充実に努めてまいります。 

 

 ③ＡＴＭ 

阪急電鉄との共同事業として取組んでおりますステーションＡＴＭ「Ｐａｔｓａｔ（パッとサッと）」

は、平成18年９月末現在、阪急電鉄・北大阪急行電鉄主要駅の44駅57カ所76台にまで拡大しました。「Ｐ

ａｔｓａｔ（パッとサッと）」は、数多くの銀行カードやクレジットカード及び郵貯カードなどがご利用

いただけますが、サービス拡充と手数料収入の増強を目指して個別の金融機関提携も進めており、当行

は、平成18年９月末現在、三菱東京ＵＦＪ銀行、関西アーバン銀行、京都信用金庫、但馬銀行、近畿大

阪銀行の５行と提携しております。 

今後もお客さまの更なる利便性向上を目的として、ＡＴＭネットワークの拡充を積極的に推進してい

くとともに、取扱いサービスの追加や利用時間延長なども検討してまいります。 

 

 ④その他 

情報開示につきましては、経営の透明性を高め、当行への理解を一層深めていただくために、積極的

に取組んでおります。決算のポイント等を分かり易く要約した小冊子をタイムリーに作成し、お取引先

等へ配布するとともに営業店に備え置きしております。また、決算情報や四半期情報を速やかにホーム

ページに掲載するなど、今後も積極的に情報開示を行ってまいります。 

 

平成18年度上期には、創業55周年事業を含め、以上のような取組みを行ってまいりました。 

これからも創業55周年の感謝の気持ちを込めまして、お客さまのお役に立つ商品やサービスを提供して

まいります。 

 

（4）対処すべき課題 

わが国経済は落ち着きを取り戻し、拡大傾向が続いており、量的緩和、ゼロ金利政策が解除されまし

た。しかしながら、預金金利引上げ等の利鞘の縮小傾向や資金需要が盛上りを欠くなど、銀行を取り巻

く経営環境は、依然として厳しい状況にあります。このような情勢の中で、当行は地域密着型金融を実

践し、地域との共生を図りながら、地域社会の発展に貢献することを目指しております。お客さまの信

頼と期待にお応えしていくためにも、今後とも経営の健全性と独自性を堅持し、リスク管理の強化や業

務の再構築、経費削減等一層の合理化・効率化等を通じ、適正収益の確保に取り組んでまいります。 

皆さまの暖かいご支援を受け、当行は本年55周年を迎えることができました。次の時代を展望し、梅

田営業本部の機能発揮、戦略的な店舗展開、効率的な営業体制の構築、多様なチャネルの充実等、より

一層お客さまの利便性向上と営業力強化に努めるとともに、“地域起こし”を念頭に、ベンチャー企業や

ニュービジネスの育成にも注力してまいります。 

当行は、創業のこころ“親切で新しい”の初心を忘れず、さまざまな“マッチング”を通して地域の

活性化に貢献し、お客さまの生活の中で真にお役に立てますよう役職員一同総力をあげて課題に取り組

んでいく所存でございます。 
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3．経営成績及び財政状態 

 

（1）経営成績 

①当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済の動きを見ますと、海外経済の拡大や新興成長国の需要拡大

を受けて輸出は増加を続けており、生産活動も輸出関連を中心に堅調な動きとなっております。設備投

資につきましては好調な企業収益も加わり、大企業、中小企業ともに増加傾向を維持しております。ま

た新卒採用が増加するなど雇用環境が好転しており、徐々に所得も増加するなか、個人消費につきまし

ても底堅く推移しております。住宅投資も雇用者所得の増加、地価の底値感の台頭などから振れを伴い

つつも緩やかに増加しておりますが、公共投資は予算削減から減少傾向が続きました。 

物価情勢において国内企業物価は、原燃料価格の高騰や同関連製品価格の引上げを背景として、上昇

を続けました。消費者物価につきましては電話料金などの引き下げの影響もありましたが、総じて前年

比プラス基調を続けました。 

金融面においては、日本銀行が３月に量的緩和政策、７月にゼロ金利政策を相次いで解除したことに

より、ゼロ％近辺で推移していた短期金利は上昇し、金融政策の誘導目標である無担保コールレート（翌

月物）については0.25％程度まで上昇しました。長期金利は、春先からのゼロ金利政策解除を見据えた

動きや商品市況の上昇もあり、５月中旬には10年国債利回りが平成11年８月以来の水準となる２％を超

える場面も見られました。その後、８月末のＣＰＩの基準見直しや経済指標の下振れを受けて早期の追

加利上げ観測が遠退いたことから、1.6％台まで大幅に低下しましたが、株式市場が堅調に推移したこと

もあり、中間期末には1.6％台後半となりました。 

株価につきましては、デフレ脱却期待などから４月初旬には日経平均株価が17,500円台まで上昇しま

した。しかしながら、原油価格高騰などによるインフレ懸念や世界同時株安も相まって、６月中旬には

14,000円台前半まで下落しましたが、好調な企業業績を背景に再び上昇基調に転じ、中間期末には16,000

円台となりました。 

 

以上のような金融経済情勢のもと、当中間連結会計期間の当行及び連結子会社４社の経営成績は、次

のとおりとなりました。 

資産・負債の効率的な運用と調達、ならびに経費の削減等に努めました結果、連結ベースで経常利益

60億90百万円、中間純利益33億81百万円となりました。うち、当行単独としては、経常利益59億30百万

円、中間純利益37億21百万円となりました。 

 

②通期の見通し 

わが国経済は落ち着きを取り戻し、拡大傾向が続いており、量的緩和、ゼロ金利政策が解除されまし

た。しかしながら、預金金利引上げ等の利鞘の縮小傾向や資金需要が盛上りを欠くなど、銀行を取り巻

く経営環境は、依然として厳しい状況にあります。 

当行は、このような情勢の中で、更なる資産の健全化を進め、業務の再構築、経費削減等の一層の経

営合理化・効率化に努めまして、連結経常収益は830億円、連結経常利益は118億円、連結当期純利益は

70億円を見込んでおります。 

また、単体ベースの経常収益は760億円、経常利益は115億円、当期純利益は70億円を見込んでおりま

す。
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（2）財政状態 

①主要勘定の状況 

預金の当中間連結会計期間末残高は、銀行業務において個人預金・法人預金ともに順調に増加いたし

ました結果、前年同期比1,201億円増加して、2兆1,024億円となりました。 

貸出金の当中間連結会計期間末残高は、銀行業務において事業性貸出を中心に順調に増加を続け、前

年同期比761億円増加し、１兆4,485億円となりました。 

有価証券の当中間連結会計期間末残高は、債券ポートフォリオの見直しにより、前年同期比784億円減

少して8,632億円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比557億29百万円減少して、441

億85百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

コールローンの増加及び債券貸借取引受入担保金の減少を主因として、前年同期比2,494億68百万円

減少し、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,879億73百万円のマイナスとな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に有価証券の取得による支出の減少等により、前年同期比2,783億87百万円増加し、当中間連結会

計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは2,194億95百万円のプラスとなりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主に劣後特約付社債の発行により、前年同期比195億68百万円増加し、当中間連結会計期間の財務活

動によるキャッシュ・フローは、127億36百万円のプラスとなりました。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
  

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 

連結貸借対照表     
(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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   95,572 3.78 44,845 1.72 100,698 3.70

コールローン及び買入手形   ― ― 111,296 4.27 ― ―

買入金銭債権   1,269 0.05 1,175 0.04 1,262 0.05

商品有価証券   40 0.00 6 0.00 12 0.00

金銭の信託   16,790 0.66 23,187 0.89 20,554 0.75

有価証券 ※1,7 941,680 37.27 863,259 33.11 1,086,611 39.94

貸出金 

※2,3 

 4,5 

 6,8 

1,372,370 54.32 1,448,544 55.56 1,414,892 52.01

外国為替 ※６ 1,446 0.06 4,822 0.18 2,939 0.11

その他資産 ※７ 55,480 2.20 44,458 1.71 42,121 1.55

動産不動産 
※7,9 

10 
26,246 1.04 ― ― 25,346 0.93

有形固定資産 
※9, 

 10 
― ― 21,202 0.81 ― ―

無形固定資産   ― ― 3,351 0.13 ― ―

繰延税金資産   12,208 0.48 17,743 0.68 16,348 0.60

支払承諾見返   26,280 1.04 38,315 1.47 24,146 0.89

貸倒引当金   △22,704 △0.90 △14,849 △0.57 △14,526 △0.53

資産の部合計   2,526,682 100.00 2,607,360 100.00 2,720,407 100.00
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 

連結貸借対照表     
(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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 ※７ 1,982,284 78.45 2,102,407 80.63 2,024,590 74.42

コールマネー及び売渡手形   339 0.01 ― ― 176 0.01

債券貸借取引受入担保金 ※７ 360,680 14.28 295,218 11.32 505,053 18.57

借用金 
※7, 

 11 
22,396 0.89 15,145 0.58 15,241 0.56

外国為替   69 0.00 124 0.01 144 0.00

社債 ※12 20,400 0.81 34,400 1.32 20,400 0.75

新株予約権付社債 ※13 12,653 0.50 8,220 0.32 8,729 0.32

その他負債   18,122 0.72 15,672 0.60 21,005 0.77

退職給付引当金   744 0.03 633 0.02 679 0.02

連結調整勘定   16 0.00 ― ― 14 0.00

負ののれん   ― ― 12 0.00 ― ―

支払承諾   26,280 1.04 38,315 1.47 24,146 0.89

負債の部合計   2,443,987 96.73 2,510,150 96.27 2,620,181 96.31

(少数株主持分)   

少数株主持分   944 0.04 ― ― 767 0.03

(資本の部)   

資本金   35,941 1.42 ― ― 47,747 1.76

資本剰余金   19,709 0.78 ― ― 31,509 1.16

利益剰余金   12,282 0.48 ― ― 14,747 0.54

その他有価証券評価差額金   13,940 0.55 ― ― 5,608 0.21

自己株式   △122 △0.00 ― ― △154 △0.01

資本の部合計   81,751 3.23 ― ― 99,458 3.66

負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
  2,526,682 100.00 ― ― 2,720,407 100.00
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 

連結貸借対照表     
(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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   ― ― 48,001 1.84 ― ―

資本剰余金   ― ― 31,764 1.22 ― ―

利益剰余金   ― ― 16,866 0.65 ― ―

自己株式   ― ― △161 △0.01 ― ―

株主資本合計   ― ― 96,471 3.70 ― ―

その他有価証券評価差額金   ― ― △149 △0.01 ― ―

繰延ヘッジ損益   ― ― △42 △0.00 ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― △192 △0.01 ― ―

少数株主持分   ― ― 931 0.04 ― ―

純資産の部合計   ― ― 97,209 3.73 ― ―

負債及び純資産の部合計   ― ― 2,607,360 100.00 ― ―
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② 中間連結損益計算書 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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17年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

(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   54,716 100.00 46,267 100.00 92,661 100.00

資金運用収益   26,414  24,284  51,839  

(うち貸出金利息)   (13,658)  (13,141)  (26,981)  

(うち有価証券利息配当金)   (12,685)  (10,942)  (24,726)  

役務取引等収益   4,067  4,860  8,036  

その他業務収益   13,529  5,310  14,422  

その他経常収益   10,704  11,811  18,363  

経常費用   50,489 92.27 40,177 86.84 83,837 90.48

資金調達費用   8,070  6,959  17,109  

(うち預金利息)   (921)  (1,496)  (1,825)  

役務取引等費用   1,641  1,664  3,335  

その他業務費用   4,339  194  4,664  

営業経費   12,050  12,339  24,067  

その他経常費用 ※１ 24,387  19,020  34,660  

経常利益   4,227 7.73 6,090 13.16 8,824 9.52

特別利益   139 0.25 433 0.94 649 0.70

償却債権取立益   139  433  648  

その他の特別利益   ―  ―  0  

特別損失   529 0.97 16 0.04 1,192 1.29

動産不動産処分損   84  ―  157  

固定資産処分損   ―  9  ―  

減損損失 ※２ 445  6  1,035  

その他の特別損失   ―  ―  0  

税金等調整前中間(当期)純利益   3,837 7.01 6,507 14.06 8,280 8.93

法人税、住民税及び事業税   177 0.32 360 0.78 570 0.61

法人税等調整額   1,497 2.74 2,592 5.60 3,148 3.40

少数株主利益 

(△は少数株主損失) 
  △68 △0.13 173 0.37 △134 △0.15

中間(当期)純利益   2,230 4.08 3,381 7.31 4,696 5.07

 



株式会社 池田銀行 

－ 12 － 

 

③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

(中間連結剰余金計算書) 
  

前中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 
    

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

(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   19,413 19,413

資本剰余金増加高   295 12,095

増資による新株の発行   ― 9,838

新株予約権の行使 

による新株の発行 
  295 2,257

自己株式処分差益   0 0

資本剰余金中間期末(期末)残高   19,709 31,509

      

(利益剰余金の部)     

利益剰余金期首残高   11,081 11,081

利益剰余金増加高   2,230 4,696

中間(当期)純利益   2,230 4,696

利益剰余金減少高   1,029 1,029

配当金   1,029 1,029

利益剰余金中間期末(期末)残高   12,282 14,747
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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 

  
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) 47,747 31,509 14,747 △154 93,849

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行 

(新株予約権の行使) 
254 254    508

 剰余金の配当(注)   △1,262   △1,262

 中間純利益   3,381   3,381

 自己株式の取得    △6 △6

 自己株式の処分  0  0 0

 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) 
254 254 2,118 △6 2,621

平成18年９月30日残高(百万円) 48,001 31,764 16,866 △161 96,471

  
評価・換算差額等 

  その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

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) 5,608 ― 5,608 767 100,226

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行 

(新株予約権の行使) 
    508

 剰余金の配当(注)     △1,262

 中間純利益      3,381

 自己株式の取得      △6

 自己株式の処分      0

 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) 
△5,758 △42 △5,801 163 △5,637

中間連結会計期間中の 

変動額合計(百万円) 
△5,758 △42 △5,801 163 △3,016

平成18年９月30日残高(百万円) △149 △42 △192 931 97,209

(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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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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17年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

(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 
  3,837 6,507 8,280

減価償却費   897 932 1,816

減損損失   445 6 1,035

連結調整勘定償却額   △2 ― △4

負ののれん償却額   ― △2 ―

貸倒引当金の増加額   10,495 △19,342 10,645

退職給付引当金の増加額   △78 △45 △143

資金運用収益   △26,414 △24,284 △51,839

資金調達費用   8,070 6,959 17,109

有価証券関係損益(△)   △16,564 1,757 △21,827

金銭の信託の運用損益(△)   △199 298 △669

為替差損益(△)   △4,148 △14,485 △29,332

動産不動産処分損益(△)   84 ― 157

固定資産処分損益(△)   ― 9 ―

貸出金の純増(△)減   △19,647 △13,632 △72,396

預金の純増減(△)   57,195 77,808 99,519

借用金(劣後特約付借入金を 

除く)の純増減(△) 
  △2,233 △95 △2,888

預け金(日銀預け金を除く) 

の純増(△)減 
  215 123 26

商品有価証券の純増(△)減   50 5 79

コールローン等の 

純増(△)減 
  △113 △111,203 △106

コールマネー等の 

純増減(△) 
  12 △176 △147

債券貸借取引受入担保金の 

純増減(△) 
  △64,394 △208,336 65,941

外国為替(資産)の 

純増(△)減 
  300 △1,892 △1,619

外国為替(負債)の 

純増減(△) 
  18 △19 93

資金運用による収入   27,043 21,944 49,168

資金調達による支出   △8,283 △6,734 △17,398

その他   △4,693 △3,675 16,839

小計   △38,107 △287,576 72,339

法人税等の支払額   △397 △397 △812

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  △38,505 △287,973 71,527
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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17年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

(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   △962,346 △224,784 △1,195,651

有価証券の売却による収入   876,973 439,381 964,783

有価証券の償還による収入   23,820 9,244 54,579

金銭の信託の増加による 

支出 
  △80 △3,114 △4,102

金銭の信託の減少による 

収入 
  4,276 179 5,044

動産不動産の取得による 

支出 
  △1,566 ― △1,884

有形固定資産の取得による 

支出 
  ― △1,112 ―

無形固定資産の取得による 

支出 
  ― △297 ―

動産不動産の売却による 

収入 
  30 ― 58

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  △58,891 219,495 △177,172

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
     

劣後特約付借入金の 

返済による支出 
  △3,000 ― △9,500

劣後特約付社債・新株予約 

権付社債の発行による収入 
  ― 15,000 ―

劣後特約付社債・新株予約 

権付社債の償還による支出 
  △2,800 △1,000 △2,800

株式の発行による収入   ― ― 19,681

配当金支払額   △1,029 △1,262 △1,029

少数株主への配当金支払額   △1 △0 △1

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  △6,831 12,736 6,349

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
  14 11 18

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増加額 
  △104,213 △55,729 △99,277

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
  199,192 99,914 199,192

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
  94,978 44,185 99,914
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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 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

(1) 連結子会社 ４社 

   池銀総合保証株式会社

   株式会社 ジェーアイ

   池銀リース株式会社 

   池銀キャピタル株式会

社 

(1) 連結子会社 ４社 

   池銀総合保証株式会社

   株式会社 ジェーアイ

   池銀リース株式会社 

   池銀キャピタル株式会

社 

(1) 連結子会社 ４社 

   池銀総合保証株式会社

   株式会社 ジェーアイ

   池銀リース株式会社 

   池銀キャピタル株式会

社 

  (2) 非連結子会社   ７社

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

(2) 非連結子会社   13社

 主要な会社名 

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

 なお、「投資事業組合に対

する支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上の取

扱い」(実務対応報告第20号

平成18年９月８日)が公表日

以後終了する中間連結会計期

間に係る中間連結財務諸表か

ら適用されることになったこ

とに伴い、当中間連結会計期

間から同実務対応報告を適用

しております。この結果、６

組合を子会社の範囲に含めて

おります。 

(2) 非連結子会社   ７社

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

   非連結子会社は、その資

産、経常収益、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、連結の範囲から除いて

も企業集団の財政状態及び経

営成績に関する合理的な判断

を妨げない程度に重要性が乏

しいため、連結の範囲から除

外しております。 

 非連結子会社は、その資

産、経常収益、中間純損益

(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)及び繰延

ヘッジ損益(持分に見合う額)

等からみて、連結の範囲から

除いても企業集団の財政状態

及び経営成績に関する合理的

な判断を妨げない程度に重要

性が乏しいため、連結の範囲

から除外しております。 

 非連結子会社は、その資

産、経常収益、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、連結の範囲から除いて

も企業集団の財政状態及び経

営成績に関する合理的な判断

を妨げない程度に重要性が乏

しいため、連結の範囲から除

外しております。 

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 

０社

(1) 持分法適用の非連結子会

社 

０社

(1) 持分法適用の非連結子会

社 

０社

  (2) 持分法適用の関連会社 

０社

(2) 持分法適用の関連会社 

０社

(2) 持分法適用の関連会社 

０社
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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) 

 (3) 持分法非適用の非連結子

会社 

７社

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

(3) 持分法非適用の非連結子

会社 

13社

 主要な会社名 

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

(3) 持分法非適用の非連結子

会社 

７社

   池田ビジネスサービス

株式会社 

   ハイ・ブレーン株式会

社 

   池銀投資顧問株式会社

   池銀オフィスサービス

株式会社 

   株式会社 ディーアイ

   株式会社 ブイアイ 

   池田モーゲージサービ

ス株式会社 

 (4) 持分法非適用の関連会社

１社

   株式会社 自然総研 

 持分法非適用の非連結子会

社及び関連会社は中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に重要

な影響を与えないため、持分

法の対象から除いておりま

す。 

(4) 持分法非適用の関連会社

１社

   株式会社 自然総研 

 持分法非適用の非連結子会

社及び関連会社は中間純損益

(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)及び繰延

ヘッジ損益(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表

に重要な影響を与えないた

め、持分法の対象から除いて

おります。 

(4) 持分法非適用の関連会社

１社

   株式会社 自然総研 

 持分法非適用の非連結子会

社及び関連会社は当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に重要な影

響を与えないため、持分法の

対象から除いております。 

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 ４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 ４社 

 連結子会社の決算日は次の

とおりであります。 

３月末日 ４社 

４ 会計処理基

準に関する事

項 

(1) 商品有価証券の評価基準

及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、

時価法(売却原価は移動平

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 

  (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、持

分法非適用の非連結子会

社株式及び関連会社株式

については移動平均法に

よる原価法、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

移 動 平 均 法 に よ り 算

定)、時価のないものに

ついては、移動平均法に

よる原価法又は償却原価

法(定額法)により行って

おります。 

   なお、その他有価証券

の評価差額については、

全部資本直入法により処

理しております。 

(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、持

分法非適用の非連結子会

社株式及び関連会社株式

については移動平均法に

よる原価法、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

移 動 平 均 法 に よ り 算

定)、時価のないものに

ついては、移動平均法に

よる原価法又は償却原価

法(定額法)により行って

おります。 

   なお、その他有価証券

の評価差額については、

全部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、持

分法非適用の非連結子会

社株式及び関連会社株式

については移動平均法に

よる原価法、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(売却原価は移動

平均法により算定)、時

価のないものについて

は、移動平均法による原

価法又は償却原価法(定

額法)により行っており

ます。 

   なお、その他有価証券

の評価差額については、

全部資本直入法により処

理しております。 
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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)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 

  (4) 減価償却の方法 

 ①動産不動産 

   当行及び連結子会社の

動産不動産は、主として

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  ６年～50年 

   動産  ２年～15年 

(4) 減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

   当行及び連結子会社の

有形固定資産は、主とし

て定額法を採用し、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  ６年～50年 

   動産  ２年～15年 

(4) 減価償却の方法 

 ①動産不動産 

   当行及び連結子会社の

動産不動産は、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。

   建物  ６年～50年 

   動産  ２年～15年 

   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)に基づいて償

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。 
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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) 

 
(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。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。 

  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。 

  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48,829百万円であ

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。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。 

  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。 

  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37,493百万円であ

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。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。 

  連結子会社の貸倒引当金

は、一般債権については過

去の貸倒実績率等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額

をそれぞれ引当てておりま

す。 

  なお、破綻先及び実質破

綻先に対する担保・保証付

債権等については、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57,158百万円であ

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) 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、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(13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(13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(7,392百万円)について

は、15年による按分額を費

用処理することとし、当中

間連結会計期間においては

同按分額に12分の６を乗じ

た額を計上しております。

  また、厚生年金基金の代

行部分に係る会計基準変更

時差異は返上時に全額費用

処理しております。 

(6) 退職給付引当金の計上基

準 

  退職給付引当金は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

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、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(13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(13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(7,392百万円)について

は、15年による按分額を費

用処理することとし、当中

間連結会計期間においては

同按分額に12分の６を乗じ

た額を計上しております。

  また、厚生年金基金の代

行部分に係る会計基準変更

時差異は返上時に全額費用

処理しております。 

(6) 退職給付引当金の計上基

準 

  退職給付引当金は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

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(13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(13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(7,392百万円)について

は、15年による按分額を費

用処理しております。 

  また、厚生年金基金の代

行部分に係る会計基準変更

時差異は返上時に全額費用

処理しております。 
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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) 

  (会計方針の変更) 

 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。これに伴

い、「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正に関する適

用指針」(企業会計基準適用

指針第７号平成17年３月16

日)を適用し、当中間連結会

計期間から未認識年金資産を

過去勤務債務及び数理計算上

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

により前払年金費用が80百万

円増加し、税金等調整前中間

純利益が同額増加しておりま

す。 

 (会計方針の変更) 

 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。これに伴

い、「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正に関する適

用指針」(企業会計基準適用

指針第７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過去

勤務債務及び数理計算上の差

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

り前払年金費用が160百万円

増加し、税金等調整前当期純

利益が同額増加しておりま

す。 

  (7) 外貨建資産・負債の換算

基準 

(7) 外貨建資産・負債の換算

基準 

(7) 外貨建資産・負債の換算

基準 

    当行の外貨建資産・負債

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。 

同左 

  当行の外貨建資産・負債

は、連結決算日の為替相場

による円換算額を付してお

ります。 

  

(8) リース取引の処理方法 

  当行及び連結子会社のリ

ース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の

賃貸借取引に準じた会計処

理によっております。 

(8) リース取引の処理方法 

  
  
  

同左 

(8) リース取引の処理方法 

  
  
  

同左 

 



株式会社 池田銀行 

― 22 ― 

 

  
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) 

  (9) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)金利リスク・ヘッジ 

(9) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)金利リスク・ヘッジ 

(9) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)金利リスク・ヘッジ 

  
  

――― 

  
――― ――― 

     当中間連結会計期間末

の中間連結貸借対照表に

計上している繰延ヘッジ

損益のうち、「銀行業に

おける金融商品会計基準

適用に関する当面の会計

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15

号)を適用して実施して

おりました多数の貸出

金・預金等から生じる金

利リスクをデリバティブ

取引を用いて総体で管理

する従来の「マクロヘッ

ジ」に基づく繰延ヘッジ

損益は、「マクロヘッ

ジ」で指定したそれぞれ

のヘッジ手段の残存期間

に応じ平成15年度から５

年間にわたって、資金調

達費用又は資金運用収益

として期間配分しており

ます。 

   なお、当中間連結会計

期間末における「マクロ

ヘッジ」に基づく繰延ヘ

ッジ損失は538百万円で

あります。 

       当連結会計年度末の連

結貸借対照表に計上して

いる繰延ヘッジ損益のう

ち、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関

する当面の会計上及び監

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15号)を適

用して実施しておりまし

た多数の貸出金・預金等

から生じる金利リスクを

デリバティブ取引を用い

て総体で管理する従来の

「マクロヘッジ」に基づ

く繰延ヘッジ損益は、

「マクロヘッジ」で指定

したそれぞれのヘッジ手

段の残存期間に応じ平成

15年度から５年間にわた

って、資金調達費用又は

資金運用収益として期間

配分しております。 

   なお、当連結会計年度

末における「マクロヘッ

ジ」に基づく繰延ヘッジ

損失は116百万円であり

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) 

   (ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

 (ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

 (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)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。 

同左 同左 

  (10)消費税等の会計処理 (10)消費税等の会計処理 (10)消費税等の会計処理 

    当行及び連結子会社の消

費税及び地方消費税の会計

処理は、主として税抜方式

によっております。 

同左 同左 

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」のうち現金及

び日本銀行への預け金であり

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」のうち現金及び日本銀

行への預け金であります。 
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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事項の変更 
  

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

445百万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

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

1,035百万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)及び「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)を当中間連結会計期間から適

用しております。 

 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

96,321百万円であります。 

 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

及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及び

銀行法施行規則により作成しており

ます。 

――― 

(投資事業組合に関する実務対応報

告) 

 「投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準の適用に関する実

務上の取扱い」(実務対応報告第20

号平成18年９月８日)が公表日以後

終了する中間連結会計期間に係る中

間連結財務諸表から適用されること

になったことに伴い、当中間連結会

計期間から同実務対応報告を適用し

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ありませ

ん。 

――― 
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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) 

 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」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、当中間

連結会計期間から「有価証券」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

その他の経常収益又は「その他経常費用」中のその他

の経常費用に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間から「有価証券利息配当金」又は「その他

業務費用」中の国債等債券償還損に含めて表示してお

ります。 

――― 

 「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日以後開始する連結事業年度から

適用されることになったこと等に伴い、当中間連結会

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) 繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益として「そ

の他資産」又は「その他負債」に含めて計上して

いたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効

果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッ

ジ損益」として相殺表示しております。 

 (2) 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。 

 (3) 「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固

定資産」又は「その他資産」に区分して表示して

おります。 

 (4) 「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。 

 (5) 負債の部に表示していた「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) 

   「特別損失」に区分掲記しておりました「動産不

動産処分損」は、「固定資産処分損」として区分掲

記しております。 
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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) 

――― 

(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「負ののれん償却

額」とし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(△)」等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。 

 (3) 営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しておりましたソフトウェアの

取得による支出は、投資活動によるキャッシュ・

フローの「無形固定資産の取得による支出」に含

め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 有価証券には、非連結子会社

及び関連会社の株式239百万円

を含んでおります。 

※１ 有価証券には、非連結子会社

及び関連会社の株式239百万円

及び出資金4,141百万円を含ん

でおります。 

※１ 有価証券には、非連結子会社

及び関連会社の株式239百万円

を含んでおります。 

※２ 貸出金のうち、破綻先債権額

は3,459百万円、延滞債権額は

30,588百万円であります。 

   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1,778百万円、延滞債権額は

16,330百万円であります。 

   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2,453百万円、延滞債権額は

16,383百万円であります。 

   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606百万円でありま

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353百万円でありま

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553百万円でありま

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32,828百万円でありま

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 貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は26,194百万円でありま

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 貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は27,362百万円でありま

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。 
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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 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

67,484百万円であります。 

   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

44,657百万円であります。 

   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

46,752百万円であります。 

   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、

37,513百万円であります。 

※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、

37,039百万円であります。 

※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、

34,750百万円であります。 

※７ 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 389,408百万円

その他資産 436百万円

未経過 

リース債権 
4,677百万円

   担保資産に対応する債務 

預金 1,572百万円

債券貸借 

取引受入 

担保金 

360,680百万円

借用金 4,370百万円

   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

25,889百万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4,768百万円、その

他資産のうち先物取引差入証拠

金は103百万円であります。 

※７ 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 324,527百万円

その他資産 622百万円

未経過 

リース債権
4,589百万円

   担保資産に対応する債務 

預金 1,098百万円

債券貸借 

取引受入 

担保金 

295,218百万円

借用金 4,054百万円

   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

23,410百万円を差し入れており

ます。 

   また、その他資産のうち先物

取引差入証拠金は96百万円及び

保証金は3,101百万円でありま

す。 

※７ 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 538,682百万円

その他資産 377百万円

未経過 

リース債権 
4,363百万円

   担保資産に対応する債務 

預金 1,693百万円

債券貸借 

取引受入 

担保金 

505,053百万円

借用金 3,910百万円

   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

26,564百万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、4,708百万円、そ

の他資産のうち先物取引差入証

拠金は103百万円であります。 

※８ 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304,694百万円

であり、すべて原契約期間が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であり

ます。 

※８ 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302,681百万円

であり、すべて原契約期間が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であり

ます。 

※８ 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306,640百万円

であり、すべて原契約期間が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) 

   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。 

   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。 

   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。 

※９ 動産不動産の減価償却累計額 

  
16,849百万円 

※９ 有形固定資産の減価償却累計

額 

17,289百万円

※９ 動産不動産の減価償却累計額

 
16,876百万円

※10 動産不動産の圧縮記帳額 

245百万円 

※10 有形固定資産の圧縮記帳額 

245百万円

※10 動産不動産の圧縮記帳額 

245百万円

※11 借用金には、他の債務よりも

債務の履行が後順位である旨の

特約が付された劣後特約付借入

金14,500百万円が含まれており

ます。 

※11 借用金には、他の債務よりも

債務の履行が後順位である旨の

特約が付された劣後特約付借入

金8,000百万円が含まれており

ます。 

※11 

  
       同左 

※12 社債は、劣後特約付無担保社

債であります。 

※12     同左 ※12     同左 

※13 新株予約権付社債は、劣後特

約付無担保新株予約権付社債

(旧商法に基づき発行した転換

社債を含む)であります。 

※13 

  
       同左 

※13 

  
       同左 
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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、貸出金

償却10,274百万円及び貸倒引当

金繰入額11,109百万円を含んで

おります。 

※１ その他経常費用には、債券ポ

ートフォリオの見直しに伴う債

券売却損13,864百万円を含んで

おります。 

※１ その他経常費用には、貸出金

償却25,282百万円、貸倒引当金

繰入額3,676百万円を含んでお

ります。 

※２ 当行は管理会計上の 小区分

である営業店単位(ただし、連

携して営業を行っている営業店

は当該グループ単位)でグルー

ピングを行っております。ま

た、連結子会社は、継続的に損

益の把握を行っている単位によ

りグルーピングを行っておりま

す。その結果、以下の資産グル

ープについて継続的な地価の下

落により、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

445百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。 

(百万円) 

地域 大阪府内 大阪府外 

主な用途 遊休資産 遊休資産 

種類 土地 土地 

減損損失 264 180 

   なお、当中間連結会計期間に

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、正味売却価額は主とし

て不動産鑑定評価額より処分費

用見込額を控除して算定してお

ります。 

※２ 当行は管理会計上の 小区分

である営業店単位(ただし、連

携して営業を行っている営業店

は当該グループ単位)でグルー

ピングを行っております。ま

た、連結子会社は、継続的に損

益の把握を行っている単位によ

りグルーピングを行っておりま

す。その結果、以下の資産グル

ープについて継続的な地価の下

落により、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額６

百万円を減損損失として特別損

失に計上しております。 

(百万円)

地域 大阪府内 大阪府外

主な用途 遊休資産 遊休資産

種類 土地 土地 

減損損失 5 1 

   なお、当中間連結会計期間に

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、正味売却価額は主とし

て不動産鑑定評価額より処分費

用見込額を控除して算定してお

ります。 

※２ 当行は管理会計上の 小区分

である営業店単位(ただし、連

携して営業を行っている営業店

は当該グループ単位)でグルー

ピングを行っております。ま

た、連結子会社は、継続的に損

益の把握を行っている単位によ

りグルーピングを行っておりま

す。その結果、以下の資産グル

ープについて継続的な地価の下

落により、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

1,035百万円を減損損失として

特別損失に計上しております。

(百万円)

地域 大阪府内 大阪府外

主な用途 遊休資産 遊休資産

種類 土地 土地 

減損損失 854 180 

   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、正味売却価額は主として不

動産鑑定評価額より処分費用見

込額を控除して算定しておりま

す。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前連結会計年度末 

株式数 

(千株) 

当中間連結会計期間

増加株式数 

(千株) 

当中間連結会計期間

減少株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間末株式数 

(千株) 

摘要 

発行済株式         

普通株式 25,276 102 ― 25,378 注１ 

合計 25,276 102 ― 25,378   

自己株式         

普通株式 27 1 0 29 注２、３

合計 27 1 0 29   
  

(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加102千株は、新株予約権の行使(旧商法に基づき発行した転換社債の転換

を含む)による新株の発行による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取による取得であります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による処分であります。 

  
  
２ 新株予約権及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 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 普通株式 1,262 50 平成18年３月31日 平成18年６月29日

  
 (2) 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) 

１ 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 95,572百万円

その他預け金 △594百万円

現金及び 

現金同等物 
94,978百万円

  

１ 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 44,845百万円

その他預け金 △660百万円

現金及び 

現金同等物 
44,185百万円

  

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 100,698百万円

その他預け金 △783百万円

現金及び 

現金同等物 
99,914百万円

  
２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による資本金

増加額 

2,258百万円

新株予約権の行使による資本準

備金増加額 

2,257百万円

新株予約権の行使による新株予

約権付社債減少額 

4,516百万円

 なお、上記には旧商法に基づき

発行された転換社債の転換による

ものを含んでおります。 

 

 

(リース取引関係) 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

※１ 中間連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 

※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。 

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) 
  

種類 
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 38,648 64,274 25,625 25,858 232 

債券 425,705 422,560 △3,144 587 3,732 

 国債 373,806 370,256 △3,549 163 3,713 

 地方債 8,156 8,389 232 240 7 

 社債 43,743 43,915 171 183 11 

その他 436,628 437,890 1,262 5,800 4,537 

合計 900,982 924,726 23,743 32,246 8,502 

(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、163百万円(すべて株式)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、時価が取得原価より30％以上下落した場合と

しております。 

  

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) 

その他有価証券   

 非上場株式 3,137 

 非上場社債 2,385 

 外国証券 11 

 投資信託 3 

 投資事業組合出資金 11,176 
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Ⅱ 当中間連結会計期間末 

※１ 中間連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 

※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。 

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) 
  

種類 
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 72,587 93,686 21,098 

債券 375,871 366,783 △9,088 

 国債 316,160 306,986 △9,174 

 地方債 10,164 10,227 62 

 社債 49,546 49,570 23 

その他 400,984 388,759 △12,224 

合計 849,443 849,229 △214 

(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、時価が取得原価より30％以上下落した場合と

しております。 

  

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) 

その他有価証券   

 非上場株式 3,176 

 非上場社債 1,956 

 外国証券 11 

 投資事業組合出資金 4,503 
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Ⅲ 前連結会計年度末 

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

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

て記載しております。 

１ 売買目的有価証券(平成18年３月31日現在) 
  

種類 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 12 △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) 

  

種類 
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 54,173 94,832 40,659 40,808 148 

債券 395,544 380,975 △14,569 243 14,813 

 国債 366,622 351,935 △14,686 49 14,736 

 地方債 7,695 7,815 119 139 19 

 社債 21,226 21,224 △2 54 56 

その他 611,369 594,789 △16,579 6,637 23,217 

合計 1,061,087 1,070,597 9,510 47,690 38,179 

(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 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、当該時価をもって連結貸借対照

表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しており

ます。 

  当連結会計年度における減損処理額は、９百万円であります。 

  また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30％以上下落した場合と

しております。 
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４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(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。 

  

５ 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) 
  

種類 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 945,224 26,045 3,941 

  

  

６ 時価評価されていない主な有価証券の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) 

その他有価証券   

非上場株式 3,219 

非上場社債 2,236 

外国証券 11 

投資信託 3 

投資事業組合出資金 10,302 

  

７ 保有目的を変更した有価証券 

当連結会計年度中に、満期保有目的の債券200,767百万円の保有目的を流動性向上の理由により変

更し、その他有価証券に区分しております。この結果、満期保有目的の債券と同様の会計処理を適

用した場合に比べ、有価証券が1,937百万円減少し、繰延税金資産が788百万円増加し、その他有価

証券評価差額金が1,149百万円減少しております。 

  

８ その他有価証券のうち満期があるものの償還予定額(平成18年３月31日現在) 
  

種類 
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 38,221 151,071 45,117 148,801 

国債 23,075 135,456 44,602 148,801 

地方債 4,459 2,985 369 ― 

社債 10,686 12,629 145 ― 

その他 108 125,806 429,729 49,242 

合計 38,329 276,877 474,846 198,044 
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(金銭の信託関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の金銭の信託(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

２ 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９月30日現在) 
  

種類 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) 

その他の 

金銭の信託 
562 562 ─ ─ ─

(注) 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の金銭の信託(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

２ 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９月30日現在) 
  

種類 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) 

その他の金銭の信託 505 505 ―

  

Ⅲ 前連結会計年度末 

１ 運用目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 
  

種類 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 20,000 323 

  

２ 満期保有目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

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

種類 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 
554 554 ― ― ―

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

ります。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
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(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 23,743 

 その他有価証券 23,743 

 その他の金銭の信託 ― 

(△)繰延税金負債 9,661 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 14,082 

(△)少数株主持分相当額 142 

(＋)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 13,940 

  
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 △213 

 その他有価証券 △213 

 その他の金銭の信託 ― 

(＋)繰延税金資産 86 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △126 

(△)少数株主持分相当額 23 

(＋)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 △149 

(注) 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額は、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めてお

ります。 

  
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 9,510 

 その他有価証券 9,510 

 その他の金銭の信託 ― 

(△)繰延税金負債 3,869 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 5,640 

(△)少数株主持分相当額 32 

(＋)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 5,608 
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(デリバティブ取引関係) 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

(ストック・オプション等関係) 

 該当ありません。 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

連結会社は銀行業以外に一部でリース等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメン

トに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

在外子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

  

【国際業務経常収益】 

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) 
  

  金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 15,943 

Ⅱ 連結経常収益 54,716 

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 29.13 

  

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) 
  

  金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 6,556 

Ⅱ 連結経常収益 46,267 

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 14.17 

  

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) 
  

  金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 25,051 

Ⅱ 連結経常収益 92,661 

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 27.03 

(注) １ 一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しております。 

２ 国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金融

取引勘定における諸取引に係る経常収益(ただし、連結会社間の内部経常収益を除く。)であります。 
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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 3,946.96 3,798.04 3,939.23

１株当たり中間(当期)純利益 円 108.08 133.83 223.08

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
円 98.73 126.56 205.56

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号平成14年９月25

日)が平成18年１月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることに

なったことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損

益」を含めて算出しております。なお、これによる影響は軽微であります。 

  

  前中間連結会計期間 

平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

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) ― 97,209 ―

純資産の部の合計額から控除

する金額(百万円) 
― 931 ―

(うち少数株主持分) ― 931 ―

普通株式に係る中間期末の純

資産額(百万円) 
― 96,278 ―

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) 

― 25,349 ―
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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 2,230 3,381 4,696

普通株主に 

帰属しない金額 
百万円 ― ― ―

普通株式に係る 

中間(当期)純利益 
百万円 2,230 3,381 4,696

普通株式の(中間) 

期中平均株式数 
千株 20,636 25,264 21,051

       

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
   

中間(当期) 

純利益調整額 
百万円 56 34 93

 うち支払利息 

 (税額相当額控除後) 
百万円 55 34 93

 うちその他 

 (税額相当額控除後) 
百万円 0 0 0

普通株式増加数 千株 2,521 1,724 2,250

 うち転換社債 千株 1,118 663 952

 うち新株予約権 千株 1,402 1,061 1,297

希薄化効果を有しない

ため、潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

  ― ― ―

 


