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平成 19 年 3 月期       中間決算短信（連結）       平成 18年 11月 20日 

上 場 会 社 名        株式会社 四国銀行             上場取引所 東・大 
コ ー ド 番 号        8387                    本社所在都道府県 高知県 
（ＵＲＬ  http://www. shikokubank.co.jp/） 
代  表  者    取締役頭取      青木 章泰 
問合せ先責任者    総合企画部長        横山 保幸      ＴＥＬ (088)823－2111 
決算取締役会開催日 平成18年 11月 20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 
 
１．18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）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 
 経常収益 経常利益 中間（当期）純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9月中間期 
17年 9月中間期 

31,214       7.4
        29,064     △3.5

2,540     10.1
2,307   △67.9

1,323   △14.4
1,545    △54.9

18 年 3月期 65,113     5,592     4,832     
 

 

(注)①持分法投資損益    18 年 9月中間期  6百万円   17年 9月中間期  11百万円   18年 3月期  29 百万円 
②期中平均株式数(連結) 18年 9月中間期 217,311,873 株 17年 9月中間期 217,867,556 株 

              18 年 3月期   217,764,417 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 
 
 

総資産 純資産 
自己資本比率 

(注 1) 
1 株当たり 
純資産 

連結自己資本比率 
(国内基準)(注 2)

 百万円 百万円 ％ 円   銭 ％

18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

2,450,510 
2,405,938 

118,161
123,071

4.7
5.1

 534    72 
564  93 

9.42
9.53

18 年 3月期 2,480,830 120,020 4.8 552  23 9.56
(注)期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 217,295,899 株 17年 9月中間期 217,852,755 株 
                18 年 3月期   217,322,314 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 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

△23,858 
△22,185 

32,115
3,123

△563 
△570 

43,707
35,844

18 年 3月期 △42,842 24,792 △1,429 36,006
 
(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 5社   持分法適用非連結子会社数 0社   持分法適用関連会社数 1社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規) 0社  (除外) 0社     持分法  (新規) 0社  (除外) 0社 
 
２．19年 3月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 57,500 5,600 3,500 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  16 円 10 銭 
※ 上記の業績予想につきましては、添付資料の5ページを参照願います。 

 
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 

 円  銭 円  銭

18 年 9月中間期 
17年 9月中間期 

6  09
7    09

－       －
－       －

18年 3月期 22    15 －       －



企業集団の状況

  当行グループ（当行及び関係会社）は、当行、子会社6社及び関連会社1社で構成され、銀行業務を中心に、信用保証

業務、リース業務などの金融サービスを提供しております。

１．当行グループの事業系統図（★は連結子会社、●は持分法適用会社）

２．関係会社の状況

役員の
兼任等

資金援助
営業上
の取引

設備の
賃貸借

業務
提携

（連結子会社） 百万円 9人
高知市 10 100.0% (  5  ） － －

百万円 7人
高知市 10 100.0% (  5  ） － － －

百万円 5.3% 9人

高知市 50  （ 0.0 ) (  5  ） －
預金取引関係
債務保証関係 － －

〔 42.2 〕
百万円 60.0% 7人
20 （ 55.0 ) (  5  ） － －

〔 40.0 〕
百万円 52.5% 9人

高知市 10 （ 47.5) (  6  ） － －
〔 47.5 〕

（持分法適用関連会社） 百万円 25.3% 10人 預金取引関係

高知市 50 （ 20.3 ) (  5  ） － 金銭貸借関係 －
〔 20.8 〕 リース取引関係

（注）１．「議決権の所有割合」欄の（   ）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、〔  〕内は、「自己と出資、人事、

       資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」

       による所有割合（外書き）であります。

      ２．「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（   ）内は、当行の役員（内書き）であります。

四銀ビジネス
サービス株式会社

四銀ビル管理株式会社

現金等の精査、
整理業務

不動産の保守管
理業務

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

当行より建
物の一部賃
借

四国保証サービス株式会社 信用保証業務

高知県
南国市

預金取引関係
業務受託関係

預金取引関係
業務受託関係

四銀コンピューター
サービス株式会社

コンピューター
関連業務

株式会社 四国銀行

当行との関係内容
議決権の
所有割合

当行より建
物の一部賃
借

預金取引関係
業務受託関係

四銀キャピタルリサーチ
株式会社

産業・経済・金融
の調査研究および
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ業務

当行より建
物の一部賃
借

リース業
当行より建
物の一部賃
借四銀総合リース株式会社

預金取引関係
業務受託関係

銀 行 業 務   本店ほか支店111か店、出張所9か所、代理店 4か店

信用保証業務 ★四国保証サービス株式会社

リ ー ス 業 務 ●四銀総合リース株式会社

そ の 他 業 務 ★四銀ビジネスサービス株式会社

★四銀ビル管理株式会社

★四銀コンピューターサービス株式会社

★四銀キャピタルリサーチ株式会社

 （産業・経済・金融の調査研究およびベンチャーキャピタル業務）

株式会社 四国銀行

   （現金等の精査、整理業務）

   （不動産の保守管理業務）

   （コンピューター関連業務）
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経営方針 

 

１．経営の基本方針 

    当行は、明治 11 年（1878 年）の創業以来、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。 

その間「信頼される銀行」「健全な銀行」「活気ある銀行」をモットーに、地域やお客さま、

株主の皆さまに貢献することを使命としてまいりました。今後も地域金融機関として、地域

の皆さまにご支持いただくことを経営の基本に次の３つの方針を掲げ取り組んでまいります。 

〔企業使命〕     地域の金融ニーズに応え、社会の発展に貢献します。 

〔経営方針〕     企業倫理に徹し、健全な経営を行います。 

〔行動規範〕     お客さまを大切にし、社会的責任を持った行動をします。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

    利益配分につきましては、地域金融機関として社会的使命を果たすために、安定的な経営

基盤の確保と財務体質の強化を図りながら、株主の皆さまには安定した配当を継続的に行う

ことを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の

効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。 

 

３．中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

我が国の金融システムは、「不良債権問題への緊急対応」から「利用者の満足度が高く、活

力ある金融システムを目指す未来志向の局面」へと、大きな転換期を迎えています。 

また、バーゼルⅡへの対応をはじめとするリスク管理やコンプライアンス、内部管理態勢

の高度化などが重要な課題となっています。この他にも代理店制度の抜本的見直しや公的金

融制度の改革など、地域金融機関を取り巻く環境はダイナミックに変化をしています。 

このような経営環境のもと、当行は『収益力の強化』『内部管理態勢の高度化』『資産の健

全化』の三つを直面する経営課題と捉え、この課題を改善・克服するために平成 16 年度より

中期経営計画「２００４革新」（平成 16 年 4 月～平成 19 年 3月）をスタートさせております。 

この中期経営計画「２００４革新」では革新という言葉をキーワードに、「三つの革新」を

柱とした種々の施策に取り組んでいます。 

そして最終年度である平成 18 年度は、この「２００４革新」の“成果をあげる”年度と位

置付けています。 
「三つの革新」とは具体的には次のとおりです。 
・店舗戦略の革新 
地域における各営業店の特性に応じた役割を見直し、その役割に応じた行員の育成、配置

をすることでお客さまのニーズによりきめ細かく対応します。 
・人事制度の革新 
業務内容、能力評価基準などを見直し、地域に役立つ人材の育成・有効活用に繋げていき

ます。 
・組織運営の革新 
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地域のお客さまに高度な金融サービスを提供するための組織を立ち上げ、お客さまに貢献

できる態勢を整備します。 
    なお、中期経営計画「２００４革新」の最終年度に達成すべき数値目標として、コア業務

純益 130 億円以上、ＯＨＲ60％台、自己資本比率９％台を設定しております。 

本年度は、各施策の取り組みを一段と強化し、組織力を顕在化させて計画の成果をあげて

いくとともに、次期中計に繋げる足腰の強い組織を構築していきます。 
    また、昨年 8 月には「地域密着型金融推進計画」を策定し公表しております。重点強化期

間である本年度末までの間、当行は本計画を着実に実施していくことにより、地域経済の活

性化に寄与するととともに、地域に必要不可欠な金融機関として支持を得られるよう努力し

てまいります。 
 

４．親会社に関する事項 

    親会社等に該当するものはございません。 
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経営成績及び財政状態 

 

１．経営成績 

（損益の概況） 

損益につきましては、資金収益や役務収益の強化と諸費用の削減に努めるとともに、厳格な

資産査定に基づき引当・償却をいたしました結果、経常収益は前中間連結会計期間比 21 億 50

百万円増加し 312 億 14 百万円となりました。経常利益は、前中間連結会計期間比 2 億 33 百万

円増加し 25 億 40 百万円となりました。中間純利益は、減損損失の増加等により、前中間連結

会計期間比 2 億 22 百万円減少し 13 億 23 百万円となりました。 

 

（平成 19 年 3 月期（平成 18 年 4 月１日～平成 19 年 3 月 31 日）の見通し） 

 通期の連結業績予想につきましては、中期経営計画の各施策の取り組みを一段と強化するな

か、資産の健全化、収益力の強化、経営の効率化に努め、経常収益 575 億円、経常利益 56 億円、

当期純利益 35 億円を予想しております。 

また、単体の業績予想につきましては、経常収益 570 億円、経常利益 55 億円、当期純利益

35 億円を予想しております。 

  なお、上記の業績見通しは、業績に影響を与える経済環境の変化等不確実な要因についての

現時点における仮定を前提としており、実際の業績は前提条件の様々な変化により異なる結果

となる可能性があります。 

 

２．財政状態 

（主要勘定） 

 預金は、安定資金の確保に努めました結果、譲渡性預金を含めた総預金の当中間連結会計期

間末残高は前中間連結会計期間末比 505 億円増加し 2 兆 2,304 億円となりました。また、お客

さまの金融商品ニーズの多様化に対応するため、国債・投資信託・個人年金保険等のその他個

人預り資産商品の販売を推進しました結果、その他個人預り資産残高は前中間連結会計期間末

比 445 億円増加し 2,248 億円となりました。 

貸出金は、中小企業向け貸出などリテール貸出強化に努めたほか、地方公共団体の資金需要

もあり、当中間連結会計期間末残高は前中間連結会計期間末比 387 億円増加し 1 兆 5,247 億円

となりました。特に、中小企業向け貸出では、融資先企業の新規開拓に注力するため、17 年 10

月から 19 年 9 月までの 2 年間に新規融資先 3,800 社を開拓する運動を実施しており、18 年 9

月末迄に 2,000 社を超える新規融資先を開拓しました。その結果、中小企業向け貸出の当中間

連結会計期間末残高は前中間連結会計期間末比 137 億円増加し 8,784 億円となりました。 

  有価証券は、国債・地方債等公共債を主体に、資金の効率的運用に努めました結果、当中間

連結会計期間末残高は前中間連結会計期間末比 576 億円減少し 7,135 億円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物につきましては、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは、貸出金の増加等により 238 億 58 百万円のマイナスとなりました。前中間連結会
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計期間比 16 億 73 百万円減少しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還等により 321 億 15 百万円のプ

ラスとなりました。前中間連結会計期間比 289 億 92 百万円増加しております。また、財務活動

によるキャッシュ・フローは配当金の支払や自己株式の取得等により 5 億 63 百万円のマイナス

となりました。前中間連結会計期間比 7 百万円増加しております。 

この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、当中間連結会計期間中に 77

億 1 百万円増加し 437 億 7 百万円となりました。 

 

３．事業等のリスク 
当行及び当行グループの事業に関するリスクにつきまして、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事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスク

に該当しない事項につきましても、投資判断上重要であると考えられる事項につきましては、

投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 
なお、当行及び当行グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避

及び発生した場合の対応に努める所存であります。 
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間

末現在において判断したものであります。 

 
(1) 信用リスク 
(不良債権) 
当行グループの保有する債権には不良債権も含まれております。 
これらの不良債権につきましては、貸出先の経営状態の悪化や担保の下落等により、引当・

償却などの信用コストが増加する場合があり、その結果、業績や財務体質に影響を及ぼす可能

性があります。 

(貸倒引当金) 
当行グループは、自己査定結果に基づいて貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れに

よる損失が貸倒引当金計上時点の自己査定結果と乖離し、貸倒引当金の額を超える場合があり、

貸倒引当金が不十分となる可能性があります。また、担保価値の下落、またはその他の予期せ

ざる理由により、貸倒引当金の積み増しを必要とする場合もあります。 
 

(2) 市場関連リスク 
(株価変動リスク) 
当行グループの保有する有価証券には、市場性のある株式が含まれております。これらの株

式につきましては、将来減損または評価損が発生することもあり、その場合、当行の業績等に

影響を及ぼす可能性があります。 
(債券価格変動リスク) 
当行は、株式以外にも市場性のある債券等を保有しております。これらの債券は市場金利の

上昇に伴い、市場価格が下落することがあります。この価格変動が、当行の業績等に影響を及

ぼす可能性があります。 
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(3) 自己資本比率 

自己資本比率は、「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）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について

算出しております。なお、当行は、国内基準を適用しております。国内基準行では、自己資本

比率を４％以上に維持しなければならず、要求される水準を下回った場合には、業務の全部ま

たは一部の停止命令を含む早期是正措置が発動されることになります。 
(繰延税金資産) 
当行グループは、繰延税金資産を５年間の長期収益計画に基づいて計上しております。この

繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する様々な予測・仮定に基づいており、実際の結

果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。当行グループが、将来の課税所得の予測・

仮定に基づいて繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合、繰延税金資産

を減額することとなり、その結果、当行グループの業績に影響を与えると共に、自己資本比率

の低下を招くことになります。 
(劣後債務) 
一定の要件を満たす劣後債務は、自己資本比率の算出において補完的項目として一定の限度

で自己資本の額に算入することができます。当行は、これらの既存の劣後債務の自己資本への

算入期限到来に際し、同等の条件の劣後債務に借り換えることができない可能性があります。

この場合当行グループの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。 
 

(4) 退職給付債務 
当行の従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資

産の期待運用収益率等に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なった場合、

又は前提条件が変更された場合、その影響額は累積され、将来にわたって規則的に認識される

ため、将来期間において認識される費用及び債務に影響を及ぼします。今後の割引率や運用利

回りによっては、当行グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
 

(5) その他(規制変更、自然災害、風評等) 
上記のほか、将来における法律、規則、政策、実務慣行、解釈、財政およびその他の政策の

変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務遂行や業績等に影響を及ぼす可能性が

あります。また、自然災害や、風評により損害を被る可能性もありますが、現時点においてこ

れらの発生確率や影響は予測困難であり、当行グループがコントロールできるものではありま

せん。 
 



     

株式会社 四国銀行 
 

8 

【比較中間連結貸借対照表】 

 

 
平成18年 
中間期末 

平成17年 
中間期末 

比較 平成17年度末 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資産の部)  

現金預け金 43,967 36,279 7,688 36,269

コールローン及び買入手形 90,589 36,270 54,319 38,174

買入金銭債権 11,730 8,352 3,378 9,237

商品有価証券 575 632 △57 1,101

金銭の信託 3,024 3,164 △140 3,000

有価証券 713,563 771,181 △57,618 752,313

貸出金 1,524,750 1,486,035 38,715 1,582,111

外国為替 3,726 3,409 317 3,767

その他資産 11,465 10,806 659 10,380

動産不動産 ― 46,593 ― 46,948

有形固定資産 45,051 ― ― ―

無形固定資産 2,431 ― ― ―

繰延税金資産 13,245 4,297 8,948 8,577

支払承諾見返 21,143 19,625 1,518 20,240

貸倒引当金 △34,755 △20,710 △14,045 △31,293

資産の部合計 2,450,510 2,405,938 44,572 2,480,830

(負債の部)  

預金 2,212,843 2,169,338 43,505 2,220,911

譲渡性預金 17,584 10,598 6,986 36,034

コールマネー及び売渡手形 7,876 7,929 △53 6,865

借用金 33,177 34,283 △1,106 33,828

外国為替 11 53 △42 8

その他負債 17,030 15,103 1,927 17,045

退職給付引当金 13,544 15,366 △1,822 14,692

再評価に係る繰延税金負債 9,136 8,773 363 9,332

支払承諾 21,143 19,625 1,518 20,240

負債の部合計 2,332,348 2,281,073 51,275 2,358,960

(少数株主持分)  

少数株主持分 ― 1,792 ― 1,848

(資本の部)  

資本金 ― 25,000 ― 25,000

資本剰余金 ― 6,563 ― 6,563

利益剰余金 ― 53,062 ― 55,828

土地再評価差額金 ― 12,927 ― 12,325

その他有価証券評価差額金 ― 25,936 ― 21,034

自己株式 ― △416 ― △730

資本の部合計 ― 123,071 ― 120,020

負債、少数株主持分 
及び資本の部合計 

― 2,405,938 ― 2,480,830

(純資産の部)  

資本金 25,000 ― ― ―

資本剰余金 6,563 ― ― ―

利益剰余金 56,815 ― ― ―

自己株式 △744 ― ― ―

株主資本合計 87,634 ― ― ―

その他有価証券評価差額金 16,498 ― ― ―

繰延ヘッジ損益 △49 ― ― ―

土地再評価差額金 12,109 ― ― ―

評価・換算差額等合計 28,558 ― ― ―

少数株主持分 1,968 ― ― ―

純資産の部合計 118,161 ― ― ―

負債及び純資産の部合計 2,450,510 ― ― ―
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【比較中間連結損益計算書】 

 

 
平成18年 
中間期 

平成17年 
中間期 

比較 
平成17年度 
（要約） 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

経常収益 31,214 29,064 2,150 65,113

資金運用収益 21,931 20,833 1,098 41,718

(うち貸出金利息) (15,038) (15,212) (△174) （30,044)

(うち有価証券利息配当金) (5,956) (5,038) (918) (10,435)

信託報酬 ― ― ― 0

役務取引等収益 3,379 3,338 41 6,519

その他業務収益 1,130 634 496 1,128

その他経常収益 4,772 4,257 515 15,746

経常費用 28,674 26,757 1,917 59,521

資金調達費用 2,285 1,608 677 3,236

(うち預金利息) (1,164) (609) (555) （1,200)

役務取引等費用 696 686 10 1,376

その他業務費用 1,008 472 536 943

営業経費 15,879 16,393 △514 32,093

その他経常費用 8,802 7,595 1,207 21,871

経常利益 2,540 2,307 233 5,592

特別利益 575 594 △19 1,183

特別損失 975 47 928 84

税金等調整前中間(当期)純利益 2,139 2,854 △715 6,692

法人税、住民税及び事業税 2,629 103 2,526 1,599

還付法人税、住民税及び事業税 174 ― 174 ―

法人税等調整額 △1,782 1,143 △2,925 165

少数株主利益 142 61 81 95

中間(当期)純利益 1,323 1,545 △222 4,832
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【中間連結剰余金計算書】 

 

 平成17年中間期 平成17年度 

区分 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 6,563 6,563

資本剰余金中間期末(期末)残高 6,563 6,563

 

(利益剰余金の部) 

利益剰余金期首残高 51,991 51,991

利益剰余金増加高 1,624 4,936

中間(当期)純利益 1,545 4,832

土地再評価差額金取崩額 78 104

利益剰余金減少高 554 1,099

配当金 545 1,090

役員賞与 9 9

自己株式処分差損 0 0

利益剰余金中間期末(期末)残高 53,062 55,828
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【中間連結株主資本等変動計算書】 

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) 25,000 6,563 55,828 △730 86,661

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 (注) △543  △543

 役員賞与 (注) △8  △8

 中間純利益 1,323  1,323

 自己株式の取得 △0 △16 △16

 自己株式の処分 2 2

 土地再評価差額金の取崩 216  216

 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) 
― ― 987 △13 973

平成18年９月30日残高(百万円) 25,000 6,563 56,815 △744 87,634

 

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 

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) 21,034 ― 12,325 33,359 1,848 121,869

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 (注)   △543

 役員賞与 (注)   △8

 中間純利益   1,323

 自己株式の取得   △16

 自己株式の処分   2

 土地再評価差額金の取崩   216

 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) 

△4,535 △49 △216 △4,801 120 △4,681

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
△4,535 △49 △216 △4,801 120 △3,707

平成18年９月30日残高(百万円) 16,498 △49 12,109 28,558 1,968 118,161

(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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【比較中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
平成18年 
中間期 

平成17年 
中間期 

比較 平成17年度 

区分 金額(百万円) 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 2,139 2,854 △715 6,692

減価償却費 1,083 1,051 32 2,150

減損損失 945 18 927 18

持分法による投資損益(△) △6 △11 5 △29

貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  3,462 4,848 △1,386 15,431

退職給付引当金の増加額又は減少額(△) △1,147 181 △1,328 △492

資金運用収益 △21,931 △20,833 △1,098 △41,718

資金調達費用 2,285 1,608 677 3,236

有価証券関係損益(△) △3,235 △3,521 286 △14,400

金銭の信託の運用損益(△) △24 △164 140 △366

為替差損益(△) △8 △11 3 △20

動産不動産処分損益(△) ― △31 ― 0

固定資産処分損益(△) 29 ― ― ―

貸出金の純増(△)減 57,361 43,503 13,858 △52,572

預金の純増減(△) △8,068 △57,305 49,237 △5,741

譲渡性預金の純増減(△) △18,450 2,608 △21,058 28,044

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △650 △318 △332 △773

預け金(日銀預け金を除く) の純増(△)減 3 34 △31 206

コールローン等の純増(△)減 △54,907 △12,132 △42,775 △14,921

商品有価証券の純増(△)減 525 510 15 40

コールマネー等の純増減(△) 1,010 △3,349 4,359 △4,414

外国為替(資産)の純増(△)減 41 △324 365 △682

外国為替(負債)の純増減(△) 3 38 △35 △6

資金運用による収入 20,169 21,403 △1,234 42,081

資金調達による支出 △1,917 △1,581 △336 △3,290

その他 △1,540 △1,126 △414 △697

小計 △22,828 △22,050 △778 △42,226

法人税等の支払額 △1,030 △134 △896 △615

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,858 △22,185 △1,673 △42,842

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 △48,529 △84,029 35,500 △149,090

有価証券の売却による収入 32,258 41,933 △9,675 69,116

有価証券の償還による収入 49,176 45,243 3,933 105,297

金銭の信託の減少による収入 ― ― ― 366

動産不動産の取得による支出 ― △258 ― △1,269

有形固定資産の取得による支出 △345 ― ― ―

動産不動産の売却による収入 ― 234 ― 371

有形固定資産の売却による収入 43 ― ― ―

無形固定資産の取得による支出 △488 ― ― ―

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,115 3,123 28,992 24,792

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △542 △543 1 △1,088

少数株主への配当金の支払額 △6 △6 0 △6

自己株式の取得による支出 △16 △21 5 △337

自己株式の売却による収入 2 1 1 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △563 △570 7 △1,429

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8 11 △3 20

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 7,701 △19,620 27,321 △19,459

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 36,006 55,465 △19,459 55,465

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 43,707 35,844 7,863 36,006
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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 
 
１ 連結の範囲に関する事項 

(１)連結子会社   ５社 

   会社名 四銀ビジネスサービス株式会社 

       四銀ビル管理株式会社 

       四国保証サービス株式会社 

       四銀コンピューターサービス株式会社 

       四銀キャピタルリサーチ株式会社 

(２)非連結子会社  １社 

   会社名 四国ベンチャー育成第１号投資事業有限責任組合 

    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。 

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 

 (２)持分法適用の関連会社   １社 

   会社名 四銀総合リース株式会社 

 (３)持分法非適用の非連結子会社１社 

   会社名 四国ベンチャー育成第１号投資事業有限責任組合 

 (４)持分法非適用の関連会社  ０社 

    持分法非適用の非連結子会社は、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。 

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 ５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。 

 (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。 

   (会計方針の変更) 

    従来、その他有価証券に区分される物価連動国債については、現物の金融資産部分と組込デリバティ

ブ部分を一体として時価評価し、評価差額を損益に計上しておりましたが、「その他の複合金融商品

(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」(企業会計基準

適用指針第12号平成18年３月30日)が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適

用し、前連結会計年度末の連結貸借対照表価額を取得原価として償却原価法を適用し時価評価による評

価差額(税効果額控除後)を純資産の部に計上しております。これにより、従来の方法に比べその他有価

証券評価差額金は54百万円減少し、繰延税金負債は37百万円減少しており、税金等調整前中間純利益は

92百万円増加しております。 

  (ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。 

 (３)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

   デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 (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  19年～50年 

   動産  ５年～15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。 
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  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（主として5年）に基づいて償却しております。 

 (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。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。 

貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び

利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシ

ュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と

する方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

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33,705百万円であります。 

   連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てて

おります。 

 (６)退職給付引当金の計上基準 

   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

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率（10年）による定額法に

より費用処理 

    数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

 (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。 

 (８)リース取引の処理方法 

   当行及び連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 (９)重要なヘッジ会計の方法 

   当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会

報告第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。 

   ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通

貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見

合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して

おります。 

 (10)消費税等の会計処理 

   当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

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。 

 

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 
 
(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
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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116,242百万円であります。 

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。 

 

表示方法の変更 
 
「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) 純額で繰延ヘッジ損失として「その他資産」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。 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

「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。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

１ 有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式1,003百万円及び出資金275百万円を含んでおります。 

２ 貸出金のうち、破綻先債権額は4,632百万円、延滞債権額は58,195百万円であります。 

  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17百万円であります。 

  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29,126百万円であります。 

  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。 

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91,972百万円であ

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、34,521百万円であります。 

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 113,697百万円

   担保資産に対応する債務 

預金 1,895百万円

  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75,202百万円を

差入れております。 

  また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は０百万円、保証金は661百万円であります。 

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
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あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、494,905百万円であります。このうち原契約期間が１年

以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが485,514百万円あります。 

  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 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、当行の事業用の土地の再評価を

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10年３月31日 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税

法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定する

ために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて、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   14,298百万円 

10 有形固定資産の減価償却累計額   23,269百万円 

11 有形固定資産の圧縮記帳額   4,080百万円  (当中間連結会計期間圧縮記帳額   －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26,000百万

円が含まれております。 

 

(中間連結損益計算書関係) 

１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額6,605百万円及び貸出金償却1,968百万円を含んでおります。 

２ 特別利益には、償却債権取立益574百万円を含んでおります。 

３ 特別損失には、減損損失945百万円を含んでおります。 

４ 継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し当該減少額945百万円(うち土地733百万円、建物211百万円)を減損損失として特

別損失に計上しております。 

(高知県内)   

主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業店舗３カ店 土地及び建物 589(うち土地447、建物142)

(高知県外)  

主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業店舗４カ店 土地及び建物 341(うち土地271、建物 69)

遊休資産３カ所 土地 14 

  営業店舗については、管理会計において継続的な収支の把握を行っている単位である各営業店を、また遊

休資産については各資産を、グルーピングの 小単位としております。また、連結子会社は各社を一つの単

位としてグルーピングを行っております。 

  当資産グループの回収可能価額は、鑑定評価額等に基づき算定した正味売却価額により測定しております。 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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 218,500 ― ― 218,500 

自己株式   

 普通株式 1,177 30 3 1,204 注１、注２ 

注１ 当中間連結会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取りによるものです。 

注２ 当中間連結会計期間減少自己株式数は、単元未満株式の売却によるものです。 

２ 配当に関する事項 
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(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たりの金額

（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 543 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30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 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たりの

金額(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年11月20日 

取締役会 
普通株式 543 利益剰余金 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 現金及び現金同等物の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 43,967百万円

その他預け金 △259百万円

現金及び現金同等物 43,707百万円
 
 

(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。 

 

(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。 
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(生産、受注及び販売の状況) 
 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので

記載しておりません。 

 

(セグメント情報) 
 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

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) 

連結会社は一部で銀行業以外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を省略しております。 

 

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) 

連結会社は一部で銀行業以外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を省略しております。 

 

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) 

連結会社は一部で銀行業以外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を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結会社がないため、所在地別セグメント情報は記載を省略し

ております。 

 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結会社がないため、所在地別セグメント情報は記載を省略し

ております。 

 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結会社がないため、所在地別セグメント情報は記載を省略し

ております。 

 

【国際業務経常収益】 

 

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 3,910 

 Ⅱ 連結経常収益 31,214 

 Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 12.52 

(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であります。 

 

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) 

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。 

 

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) 

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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(有価証券関係) 

Ⅰ 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 52,516 83,340 30,824 

債券 519,163 515,852 △3,310 

 国債 319,445 316,305 △3,140 

 地方債 104,310 104,356 45 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 95,406 95,191 △215 

その他 100,857 101,167 310 

合計 672,536 700,360 27,824 

(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 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理はありません。なお、

有価証券の減損処理については、時価（中間連結会計期間末前１カ月の平均）が取得原価に比べて50％以

上下落した銘柄については全て実施し、30％以上50％未満に下落した銘柄については、発行会社の信用リ

スク(自己査定における債務者区分・外部格付)を勘案し、過去の株価動向及び業績推移等から回復可能性

が乏しいと判断した銘柄について実施することとしております。 
 

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) 

満期保有目的の債券  

  地方債 857 

その他有価証券  

  非上場株式 3,991 

  私募事業債 5,630 

  投資事業有限責任組合等への出資金 1,073 
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Ⅱ 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 51,006 87,700 36,694 38,013 1,318 

債券 549,183 552,938 3,755 5,072 1,316 

 国債 329,075 330,701 1,625 2,425 800 

 地方債 121,892 123,323 1,430 1,766 335 

 短期社債 ― ― ― ― ― 

 社債 98,214 98,914 699 880 181 

その他 113,562 116,762 3,199 3,815 615 

合計 713,752 757,402 43,650 46,901 3,251 

(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 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理はありません。なお、

有価証券の減損処理については、時価（中間連結会計期間末前１カ月の平均）が取得原価に比べて50％以

上下落した銘柄については全て実施し、30％以上50％未満に下落した銘柄については、発行会社の信用リ

スク(自己査定における債務者区分・外部格付)を勘案し、過去の株価動向及び業績推移等から回復可能性

が乏しいと判断した銘柄について実施することとしております。 
 

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) 

満期保有目的の債券  

  地方債 1,198 

その他有価証券  

  非上場株式 3,857 

  私募事業債 6,190 
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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 1,101 △1 

 

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 49,111 88,909 39,797 40,153 356 

債券 546,533 537,486 △9,047 747 9,794 

 国債 333,299 326,081 △7,217 104 7,321 

 地方債 115,987 114,916 △1,070 332 1,403 

 短期社債 ― ― ― ― ― 

 社債 97,246 96,487 △758 310 1,069 

その他 107,454 112,137 4,682 6,375 1,692 

合計 703,100 738,532 35,432 47,276 11,843 

(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 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理はありません。なお、有

価証券の減損処理については、時価（連結会計年度末前１カ月の平均）が取得原価に比べて50％以上下落

した銘柄については全て実施し、30％以上50％未満に下落した銘柄については、発行会社の信用リスク

(自己査定における債務者区分・外部格付)を勘案し、過去の株価動向及び業績推移等から回復可能性が乏

しいと判断した銘柄について実施することとしております。 

 

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) 

 

 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 69,097 15,422 784 
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６ 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  

 地方債 1,027 

その他有価証券  

 非上場株式 4,004 

 私募事業債 5,950 

 

７ 保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

８ 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 68,577 240,435 141,283 94,951 

 国債 31,094 104,441 96,278 94,267 

 地方債 12,179 78,467 25,297 ― 

 短期社債 ― ― ― ― 

 社債 25,303 57,526 19,706 684 

その他 2,238 36,924 10,044 9,695 

合計 70,816 277,360 151,327 104,646 
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(金銭の信託関係) 

Ⅰ 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) 

該当ありません。 

 

Ⅱ 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) 

該当ありません。 

 

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) 
 

 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 3,000 118 

 

２ 満期保有目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

 

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

該当ありません。 

 

(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 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 27,831 

  その他有価証券 27,831 

(△) 繰延税金負債 11,254 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 16,577 

(△) 少数株主持分相当額 81 

(＋) 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 

2 

その他有価証券評価差額金 16,498 
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(注) 時価がない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額０百万円及び投資事業有限責任組合等に係る評価差

額７百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。 

 

Ⅱ 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 43,665 

  その他有価証券 43,665 

(△) 繰延税金負債 17,655 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 26,009 

(△) 少数株主持分相当額 75 

(＋) 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 

1 

その他有価証券評価差額金 25,936 

(注) 時価がない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額０百万円及び投資事業有限責任組合等に係る評価差

額７百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。また、その他

有価証券の評価差額のうち、資本の部ではなく損失として処理したもの８百万円については、本表に含めて

おりません。 

 

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 35,456 

  その他有価証券 35,456 

(△) 繰延税金負債 14,337 

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 21,118 

(△) 少数株主持分相当額 97 

(＋) 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 

12 

その他有価証券評価差額金 21,034 

(注) 時価がない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額０百万円及び投資事業有限責任組合等に係る評価差

額０百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。また、その他

有価証券の評価差額のうち、資本の部ではなく損失として処理したもの22百万円については、本表に含めて

おりません。 

 

 




