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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、百万円未満の端数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 37,554 △3.7 6,608 △17.5 3,929 △16.4

17年９月中間期 38,999 3.4 8,011 21.0 4,698 △21.3

18年３月期 77,820 16,146 10,131

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 18 75 － －

17年９月中間期 22 41 － －

18年３月期 48 04 － －

（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 209,580,883株 17年９月中間期 209,667,768株 18年３月期 209,644,164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 3,089,346 199,102 6.3 924.46 （速報値）  9.50

17年９月中間期 2,955,157 179,258 6.1 855.04 9.44

18年３月期 3,144,826 195,664 6.2 933.24 9.39

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 209,564,392株 17年９月中間期 209,650,035株 18年３月期 209,596,021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 △43,858 2,687 △660 156,047

17年９月中間期 52,360 △89,537 △760 88,459

18年３月期 150,912 △78,024 △1,437 197,868

(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 6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）

経常収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 75,000 13,000 7,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　34円 35銭

（注）上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の7～8ページを参照して下さい。

　※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮

定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

－ 1 －



１．企業集団の状況
１．企業集団の事業の内容

　当行グループ（当行及び当行の関係会社）は、当行、連結子会社６社で構成され、銀行業務を中心に、総合ファイ

ナンスリース業務、コンピュータの運用・受託業務、クレジットカード業等の金融サービスに係る事業を行っており

ます。

　当行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

〔銀行業務〕

　当行の本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、有価証券投資業務、商品

有価証券売買業務、社債受託及び登録業務等を行い、お客さまの多様なニーズにより一層応えていくため、グループ

の再構築による経営資源の合理化・効率化の実現に取組んでおります。

〔リース業務〕

　国内子会社の株式会社名古屋リースにおいては、総合ファイナンスリース業務を行っております。

〔その他業務〕

　国内子会社の名古屋ビジネスサービス株式会社においては、現金の整理・精査業務、名銀不動産調査株式会社にお

いては、不動産担保物件の調査・評価業務、株式会社名銀コンピューター・サービスにおいては、コンピュータの運

用・受託業務、株式会社名古屋カード及び株式会社名古屋エム・シーカードにおいては、クレジットカード業等の業

務を行っております。

２．企業集団の事業系統図

 

名  

古 
 

屋 
 

銀 
 

行 

銀行業務 

リース業務 

その他業務 

本店ほか支店 110店、出張所 １店 
 
海外駐在員事務所 ２カ所 

総合ファイナンスリース業務 
 
連結子会社 １社 

株式会社名古屋リース 

現金の整理・精査業務等 
 
連結子会社 ５社 

株式会社名銀コンピューター・サービス 
名古屋ビジネスサービス株式会社 
名銀不動産調査株式会社 
株式会社名古屋カード 
株式会社名古屋エム・シーカード 

株式会社　名古屋銀行
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　名古屋銀行の経営方針は、社是である「地域社会に奉仕する、これが銀行の発展と行員の幸福を併せもたらすもので

ある」に基づき目指すべき全体像を網羅した以下の５項目から構成されております。その骨子は「地域社会への貢献」、

「収益力の強化とリスク管理の徹底」、「お客さまのニーズに適合した金融サービスの提供」、「コンプライアンスの

実践」、「自由闊達な企業風土の確立」であります。その基本方針に従い、地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関と

しての企業価値の一層の向上に努めるとともに、その責務を果たし、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホ

ルダーの方々に揺るぎない支持と信頼の確立に努めてまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、銀行業の社会性・公共性を鑑み、また、多様化するリスクのなかにあって、財務体質の一

層の向上・健全性の維持向上に留意しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを基本的な考えとしております。なお、

内部留保金につきましては、お客さまの高度化・多様化するニーズにお応えし、将来の企業価値の向上のための投資や

企業の競争力強化のため有効活用してまいります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位につきましては、現在、1,000株にて１単元としておりますが、投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市

場への参加の促進や株式の流動性を高める有用な施策であると認識しております。投資単位の引下げにつきましては、

株価の状況や市場動向等を十分注視しつつ、今後検討してまいります。

４．目標とする経営指標（銀行単体）

 コア業務純益 150億円以上

 経常利益 100億円以上

 当期純利益 50億円以上

 ROE（当期純利益ベース）3.0% 以上 3.0%以上

 TierⅠ比率

 ＊TierⅠ＝基本的項目
8.5％以上

 不良債権比率

 （金融再生法ベース）
2％台維持

　当行は、平成18年4月から平成20年3月末における新経営計画におきまして、コア業務純益、経常利益・当期純利益・

ROE（当期純利益ベース）・TierⅠ比率・不良債権比率（金融再生法ベース）の指標を目標としております。

５．中期経営戦略と当行の課題

（１）経営計画

　経営の基本方針の具体的実践策として、この平成18年4月より新経営計画「Ｃｈａｎｇｅ ＆ Ｓｐｅｅｄ２１～飛躍へ

の挑戦～」をスタートさせております。基本的な考えとして、環境のめまぐるしい変化の中、これを「千載一遇のチャ

ンス」と捉えて、絶え間ない『挑戦』をお客様起点で継続していくことで、地域における大きな存在感を示す、即ち『飛

躍』を目指すものとしております。

　計画における具体的な課題として、①「グループ一体となった総合的金融サービスの提供による収益力の強化」、②

「ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進・取組強化」、③「人財づくりと組織知（企業風土）の確立」、④「地域密着型

金融推進計画の実践」の4つを掲げております。

　①「グループ一体となった総合的金融サービスの提供による収益力の強化」

　　銀行本体に加えカード、リース業務など幅広い取組みにより魅力ある商品づくりや各種サービスの提供力を高めて

まいります。

②「ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進・取組強化」

　当行のブランドイメージを高めていくことを目標に、これまでの社会貢献活動の継続は勿論、各種ブランド向上策

の検討をするとともに、コーポレートガバナンスの確立のため、内部監査体制の強化、コンプライアンス態勢の一層

の充実、リスク管理の高度化を図ってまいります。

株式会社　名古屋銀行
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③「人財づくりと組織知（企業風土）の確立」

　当行の歴史、行風を生かし、業務運営の効率性を上げていくことを目的に、各種業務の共有化や、非対面チャネル

の有効活用、パートタイマーやシニア層の活用、お客様とのあらゆる接点での情報を総合管理する経営手法であるＣ

ＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）の高度利用などに加え、営業体制の根幹であるエリア制度

の実効性を上げるための施策や特化型店舗、ミニ店舗などの新たな店舗施策にも積極的に取組んでまいります。

④「地域密着型金融推進計画の実践」

　地域金融機関の生命線である地域のお客様とのリレーションを一層高めながら、多様なサービスの提供を通じ収益

の確保に全力を注いでまいります。

（２）経営指標の進捗状況（銀行単体）

　平成18年9月末時点での目標とする経営指標の状況は以下の通りでございます。半年の推移としては、目標に比して概

ね順調と判断しております。

 18年9月末

 コア業務純益   6,868百万円 

経常利益   5,991百万円 

当期純利益   3,874百万円 

 ROE（当期純利益ベース）   2.00% 

 Tier Ⅰ比率

*TierⅠ＝基本的項目
  8.48% 

 不良債権比率

（金融再生法ベース）
  2.70% 

（参考）

融資量末残 １兆9,432億円

（３）対処すべき課題

　第16次経営計画「Ｃｈａｎｇｅ & Ｓｐｅｅｄ21～飛躍への挑戦～」2年間の折り返し点を目指す平成18年度下期にお

いては、営業面においての郵貯を含んだ他金融機関との熾烈な競争に勝ち抜くことはもちろんのこと、この平成18年度

決算より適用される銀行の自己資本に関する新しいルールであるバーゼルⅡへの対応や、平成20年4月からの内部統制監

査制度（日本版SOX法）への対応等も含め、管理体制の強化、各種制度への対応は大きな課題となっております。

　6月の営業体制再構築のための組織改編に続き、10月5日には、リスク統括部を発足させました。今後、銀行業務にか

かるリスクを適切に把握、管理していくことで、健全性の確保、ひいては効率性の向上による収益力強化を目指すこと

が求められております。また業務範囲の拡大や金融商品の高度化により銀行の取扱う商品も多様化してきております。

従って当行が抱えているリスクも複雑かつ多様化しつつあり、今後はリスク管理の巧拙が銀行経営を左右するといって

も過言ではなく、リスク管理体制の更なる高度化を図ってまいります。

　当行は、創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」を社是行訓としてまいりました。常に、コンプライアンス（法令

遵守）を重視し、企業としての社会的責任を果たし、お客さまに選ばれる地域金融機関を目指しお客さまに信頼いただ

けるよう努めてまいります。皆さまにおかれましては、一段と力強いご支援を賜りますようお願い申しあげます。

６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　名古屋銀行では、コーポレート・ガバナンスの充実は、地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関としての企業価値の

一層の向上に努めるとともに、その責務を果たし、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーの方々に揺

るぎない支持と信頼の確立を目指していくためには、最も重要な経営課題の一つであると位置付けしております。

　このような位置付けのもと、経営の根幹として、社是「地域社会の繁栄に奉仕する。これが銀行の発展と行員の幸福

を併せもたらすものである。」と行訓「１．よいサービス：誠意があふれ、行き届いた、スピーディなサービス、２．

よい人：人を高め、人を厚くし、明るい職場をつくる、３．よい経営：健全で、創意に富んだ、全員参加の経営」を掲

げるとともに、役職員の基本的な価値観や倫理観の共有を図り、業務に反映させるために、平成10年３月に「名古屋銀

行役職員の倫理行動規範」、平成12年４月に「法令等の遵守に関する規程（コンプライアンス規程）」をそれぞれ制定

し企業価値の向上に取り組んでおります。

株式会社　名古屋銀行
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　なお、以下の事項は平成18年９月30日現在におけるものであります。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス

　当行は、取締役会を頂点とし、行内規程を厳格に運用しつつ、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制と

しております。そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、取締役会の選任によ

る執行役員を部店長とし業務の執行速度を上げる一方、監査役制度を採用し監査役４名の体制により、取締役の業務の

遂行を監査しております。

　会社の機関の内容は以下のとおりであります。

・「取締役会」

　取締役会は、取締役14名で構成され、原則月１回の開催を行い、経営に関する重要事項や業務執行の決定を行うほか、

取締役が業務執行状況（常務会決定事項を含む）や各種委員会の報告を定期的に行っております。また、監査役４名が

出席し、必要に応じて意見を述べております。

・「監査役会」

　当行は監査役制度を採用し、監査役会は、監査役４名で構成されております。各監査役は、監査役会で決定された監

査方針、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項等の報告・協議・決議を行っております。常勤監査役につきまし

ては、取締役会をはじめとする重要な会議へ参加し、必要に応じて意見を述べております。監査役の機能充実を図るた

め、監査役の専従スタッフを１名配置しております。

・「常務会」

　常務会は、代表権を持つ会長、頭取、専務取締役（２名）、常務取締役（４名）、及び常務会が認めた取締役５名で

構成されております。常務会は、原則月３回開催し、取締役会で定めた基本方針や常務会規程に基づき、取締役会で決

定する事項を除く重要な銀行業務の経営意思の決定機関として役割を担っております。また、常勤監査役（１名）が参

加して、必要に応じて意見を述べております。

・「各種委員会」

　「ALM委員会」は、代表権を持つ専務取締役を委員長とし取締役９名、常勤監査役１名、部長の２名で構成し、金利リ

スク（価格変動リスクを含む）、為替リスク、流動性リスク、信用リスクについて総合的に把握・管理し、運用・調達

構造の分析およびＡＬＭ方針、リスク対応方針を審議することを目的とし、原則毎月１回開催しております。

　「オペレーショナルリスク管理委員会」は、代表権を持つ専務取締役を委員長とし、取締役10名、常勤監査役１名、

執行役員部長１名、部長２名で構成し、事務リスク、システムリスク及びEDP（Electronic Data Processing＝電子デー

タ処理）リスクについて総合的に把握・管理しリスク対応方針等を審議するとともに、事務事故・システム障害等に対

する再発防止策等の審議・検討を目的とし、原則毎月１回開催しております。また、連結子会社の業務監査報告につい

て報告等を行っております。

　「コンプライアンス委員会」は、頭取を委員長とし取締役12名、常勤監査役１名、執行役員部長の１名、部長２名と

外部委員として弁護士１名で構成されており、社会的責任の遂行とコンプライアンスの着実な実践により、当行 に対す

る社会からの信頼の維持・向上を図ることを目的とし、原則毎月１回開催しております。

　「賞罰委員会」は、代表権を持つ専務取締役を委員長とし取締役７名、執行役員部長１名、従業員組合６名で構成し、

当行の就業規則に基づき褒賞および懲戒を行うに当たって広く行内の意向を徴し、賞罰の公平かつ適正を期することを

目的とし、必要に応じて開催しております。但し、銀行法上の不祥事に該当する場合については、取締役会に報告・承

認を得ることとしております。

②内部統制の実施の状況

・内部監査につきましては、内部監査部（総人員26名、平成18年9月30日現在）において人員20名により、営業店監査・

本部・関連会社の業務監査及び資産査定監査を実施しております。営業店総合監査を51店舗、部分監査を46店舗、営業

店フォロー監査を3店舗実施。テーマ監査として財務諸表監査、ペイオフ対応監査等を実施し、その他本部通常監査を1

室、事後フォロー監査等を実施いたしました。また資産査定監査は常時監査態勢としております。内部監査においては、

内部管理態勢上の適切性、有効性の検証を行いました。発見された改善が必要と思われる事項については、業務遂行上
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の内部統制の評価と共に改善事項に対するフォローを求め、検証を行いました。

・監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役3名の構成で、10回開催いたしました。各監査役は、監査方針及び監査計画

に基づき、取締役会に出席し、常勤監査役は、常務会、オペレーショナルリスク管理委員会、コンプライアンス委員会、

ALM委員会に参加するほか、業務の執行状況の把握や意見を述べるとともに、取締役の職務執行を監査しております。

・会計監査人はみすず監査法人と新日本監査法人に依頼し財務諸表監査を受けており、また、複数の弁護士に対して、

経営判断上の参考とするためにアドバイスを受けております。１名の弁護士については、外部委員としてコンプライア

ンス委員会に参加し、アドバイスを受けております。

③コーポレート・ガバナンス充実に向けた取り組みの最近６ヶ月（平成18年４月から平成18年９月まで）

　平成18年度上期は、取締役会を８回開催し業務の執行を決定いたしました。また、常務会を18回開催し、取締役会で

定めた基本方針に基づき、重要な銀行業務の執行について協議決定いたしました。

　監査役会は10回開催され、監査方針および監査計画を協議決定いたしました。また、各監査役は、監査方針および監

査計画に基づき、取締役会に参加、常勤監査役は、常務会、オペレーショナルリスク管理委員会、コンプライアンス委

員会、ALM委員会に参加し、業務の執行状況の把握や意見を述べるとともに、取締役の職務の執行を監査しております。

また、監査役会においてこれらの状況に対する助言を行いました。

　各種委員会については、ALM委員会は８回、オペレーショナルリスク管理委員会は５回、コンプライアンス委員会は６

回開催し、取締役会に提言、助言を行いました。また、賞罰委員会は、５回開催いたしました。尚、その中で取締役会

に付議した案件はございません。

　

企業情報開示については、平成14年８月から四半期情報開示を実施したほか、東京でのIR、地元においてもCRを実施す

るとともに、ホームページ、ディスクロージャー誌の充実を図り、タイムリーなディスクローズに取り組みました。

　今後におきましても、一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいる所存であります。

７．関連当事者との関係に関する基本方針

　当行は関連当事者との貸出金取引等につきましては、信用格付けを厳格に行った上で、取引金額及び金利を決定する

こととしております。

８．親会社等に関する事項

　当行には、親会社等はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　当中間期における我が国経済を振り返りますと、好調な企業業績を背景に巡航速度での成長を続けております。地

元愛知県内の経済環境も堅調に推移し、自動車産業を核とした製造業が牽引役となって、全国的にみても比較的高い

成長力を示しております。

　当行においては、本年度より第16次経営計画である「Ｃｈａｎｇｅ ＆ Ｓ ｐｅｅｄ２１～飛躍への挑戦～」をス

タートさせております。

  このような経済情勢の下、当行の連結ベースでの経営成績は以下のとおりとなりました。

  グループ全体の経常収益は前年同期に比べ14億45百万円減少し375億54百万円、経常費用は、前年同期に比べ41百万

円減少し309億46百万円となりました。その結果、経常利益は前年同期に比べ14億3百万円減少し66億8百万円となりま

した。中間純利益は、経常利益に特別損益及び法人税等を差し引きいたしました結果、前年同期に比べ7億69百万円減

少し39億29百万円となりました。　

　事業の種類別セグメントごとの経営成績につきましては、次のとおりであります。

①　銀行業務

　貸出金利回りの低下等による貸出金利息が減少いたしましたが、有価証券利回りの改善に努めた結果、有価証券

利息配当金は増加し、資金運用収益は増加いたしました。また、投資信託や生命保険代理店手数料等役務取引等収

益が増加しましたが、その他経常収益が減少いたしましたことから、経常収益は、前年同期に比べ15億71百万円減

少し296億87百万円となりました。経常費用につきましては、営業経費は減少いたしましたが、預金金利の上昇によ

り資金調達費用が増加したことにより、前年同期に比べ54百万円増加し236億96百万円となりました。その結果、経

常利益は前年同期に比べ16億26百万円減少し、59億91百万円となりました。

②　リース業務

　リース契約の獲得に努め、再リ-スの強化を図りましたが、経常収益は前年同期に比べ47百万円減少し71億95百万

円に、経常費用は営業経費の削減により前年同期に比べ2億68百万円減少し67億70百万円となり、その結果、経常利

益は前年同期に比べ2億20百万円増加し、4億25百万円となりました。

③　その他業務

 経営効率に努めました結果、経常収益は前年同期に比べ13百万円減少し15億58百万円となりましたが、経常費用は

前年同期に比べ16百万円減少し13億60百万円となり、経常利益は前年同期に比べ2百万円増加し、1億98百万円とな

りました。

  通期の収益予想につきましては、銀行単体におきましては、手数料収入の増強による役務取引等収益の増加を見込

んでおりますが、個別貸倒引当金繰入額等、不良債権処理費用も見込んでおります。グループ各社の収益は、「リー

ス業務」、「その他業務」におきましては、前期比ほぼ横ばいを見込んでおります。こうしたことを踏まえ、通期の

連結ベースの経常収益は750億円、経常利益は130億円、当期純利益は74億円を見込んでおります。また、銀行単体の

経常収益は593億円、経常利益は117億円、当期純利益は72億円を見込んでおります。　 
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２．財政状態

　連結ベースでの主要な勘定の動きは以下のとおりとなりました。

　預金は当期中に429億43百万円増加し2兆6,593億7百万円となりました。貸出金につきましては、新規開拓を中心と

する法人取引の強化等に努めた結果、当期中に676億8百万円増加し1兆9,444億60百万円となりました。

　有価証券につきましては、有価証券利回りの改善と金利リスク軽減のため、保有する債券の入れ替えを進めたこと

により、当期中に38億41百万円減少し8,743億54百万円となりました。

　当中間期末における現金及び現金同等物の残高（以下「キャッシュ・フロー」という）は、1,560億47百万円とな

り、 当期中に418億21百万円の減少となりました。

（営業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・フローは、438億58百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

65億81百万円、減価償却費52億58百万円、預金の増加額275億2百万円及びコールマネー等の増加額176億円59百万円等

による収入と、譲渡性預金126億80百万円及び債券貸借取引受入担保金810億62百万円等による支出であります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、26億87百万円の収入となりました。これは主に有価証券の取得によ

る支出921億5百万円と、有価証券の売却408億98百万円及び有価証券の償還545億36百万円による収入によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、6億60百万円の支出となりました。これは主に配当金支払額6億27百

万円によるものであります。

　自己資本比率（速報値）は、連結ベースで9.50％、単体ベースで9.28％となりました。
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　３．事業等のリスク

　当行グループ（当行及び連結子会社）の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性があると考えられる主な事項を記載しております。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)不良債権問題等に関するリスク

　①不良債権の状況

　　国内の景気や地方経済の動向、取引先の経営状況および信用力の低下、あるいは不動産価格の下落等によって、

不良債権および与信関係費用は増加し、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、不良債権を

最終処理するためのオフバランス化の進捗に伴い売却損や償却が増加し、その結果、業績や財務内容に悪影響を

及ぼすおそれがあります。

　②貸倒引当金の状況

　　当行グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値および倒産の実績に基づいて、合理的に貸倒引当金

を計上しております。貸倒引当金計上時点における見積りと実際の貸倒れによる乖離や経済状態全般の悪化や担

保価値の下落その他予期せざる理由により、貸倒引当金の不足が発生するおそれがありますが、貸倒引当金に不

足が発生する場合は、積み増しを行います。

　③貸出先への対応

　　当行グループは、貸出先に債務不履行が生じた場合、債権者として有する権利について、債権回収の実効性と

効率を考慮し、適切な方法や時期などにこれを行使し、債権の回収を図ります。また、当行グループがこれらの

貸出先に対して貸出先の再生等を目的として債権放棄または追加貸出を行って支援することもあり得ます。

　④権利行使の困難性

    当行グループは、担保として差入れられた物件によっては、不動産や有価証券の市場における流動性の欠如ま

たは価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産もしくは有価証券等の換金や貸出先の保有するこれら

の資産に対する強制執行が困難となるおそれがあります。

(２)保有有価証券における株価及び債券下落のリスク

　当行グループは、市場性のある株式を保有しておりますが、景気や市場の動向、株式発行体の業績悪化等により

下落した場合には、保有株式に減損または評価損が発生し、当行グループの業績に影響を与えるとともに、自己資

本比率の低下を招くおそれがあります。

　一方、市場性のある債券については、国内債を中心に保有しておりますが、今後、景気の回復等に伴い、金利が

一層上昇した場合、保有債券に評価損が発生し、当行グループの業績に影響を与えるとともに、自己資本比率の低

下を招くおそれがあります。

(３)当行株式の保有に関するリスク

　当行の株式を保有している企業の中には、株価下落による業績への影響を小さくすること、また、金融機関にお

いては、平成13年11月に施行された銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に対応すること、リスクアセット

を減らして自己資本比率の維持向上を図ること等を目的として、保有株式を削減する予定であることを公表してい

る企業もあります。このように、当行株式の市場売却が増加した場合には、当行株式の株価は影響を受けるおそれ

があります。

(４)オペレーショナルリスク

　様々な人為的または技術的エラーによって損失が発生するリスクをオペレーショナルリスクといいます。具体的

には、以下のようなリスクがあります。

　①事務リスク

　　当行グループは、預金・貸出・為替などの銀行業務を中心とした様々な業務を行っていますが、こうした業務

において、役職員が故意または過失による事務ミスを起こすことにより、事故やトラブルが発生し、当行グルー

プが損失を被るおそれがあります。

　②システムリスク

　　当行グループは、基幹系システムをはじめとした様々なコンピュータシステムを利用し、業務を運営していま

すが、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等の障害が発生した場合、障害の規模によっては、当行グルー

プの業務遂行や業績等に悪影響を及ぼすおそれがあります。

　③情報資産のリスク
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　　当行グループは、業務の性格上、多数の顧客情報を保有しておりますが、万一情報が漏えいした場合には、当

行グループの業務遂行や業績等に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(５)繰延税金資産に関するリスク

　繰延税金資産は将来見込まれる所得に基づいて計算されます。将来の所得は数多くの変動要因に左右され、不確

実性が強いものであります。したがって、予想した所得と実際の所得が乖離する可能性が高く、乖離の度合いが大

きければ大きい程、自己資本の増減に影響を与えることになります。

　将来業績が悪化した場合には、所得の見積りの修正が必要となり、計上していた繰延税金資産を取り崩すことを

余儀なくされ、自己資本が減少することになります。

(６)退職給付債務に関するリスク

当行グループの退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や、年金資産の期待収益率に

基づき算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提となる保険数理上の前提・仮定に変更

があった場合、その影響は将来にわたって認識されるため、将来において認識される費用及び計上される債務に影

響を及ぼすおそれがあります。また、年金制度の変更により新たな過去勤務費用が発生するおそれがあります。

(７)自己資本比率に関するリスク

　当行グループは、海外営業拠点を有しておりませんので、単体及び連結自己資本比率を銀行法で定められている

国内基準の4％以上に維持しなくてはなりません。この要求される基準を下回った場合には、金融庁長官から、業務

の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。

　　　　　　単体及び連結自己資本比率に影響を与える要因には、以下のものが含まれます。

　・有価証券ポートフォリオの価値の低下

　・不良債権の処分に際して生じうる与信関係費用の増加

　・債務者の信用力の悪化に際して生じうる与信関係費用の増加

　・自己資本比率の基準及び算出方法の変更

　・本項記載のその他の不利益な展開

(８)規制変更に関するリスク

　当行グループは、現時点における規則に従い、また、規則上のリスク（法律、規則、政策、実務慣行、解釈及び

財政の変更の影響を含みます。）を伴って、業務を遂行しています。将来における法律、規則、政策、実務慣行、

解釈、財政及びその他の政策の変更ならびにそれらによって発生する事態が、当行グループの業務遂行や業績等に

影響を及ぼすおそれがあります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予

測することは困難であります。

(９)風説・風評リスク

　当行グループでは、広報・IR活動等の積極的な取組みを通じて、社会やお客様、投資家等の当行グループに対す

る正しい理解や信頼を得ることにより、事実と異なる風説・風評の流布の発生防止に努めております。しかし、イ

ンターネット等を通じて、事実と異なる風説・風評が発生・拡散し易くなっており、このような風説・風評の流布

が発生した場合には、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(10)格付け低下によるリスク

　当行では外部格付機関から格付けを取得しておりますが、外部格付機関が当行の格付けを引き下げた場合には、

資本及び資金調達における条件の悪化、もしくは取引が制約される可能性があり、業績や財務内容に悪影響を及ぼ

すおそれがあります。

(11)為替リスク

　当行グループは、外貨建て資産及び負債を保有しております。為替レートが変動した場合において、これら外貨

建資産及び負債にかかる為替リスクが相殺されない、又は適切にヘッジされていない場合には、業績や財務内容に

悪影響を及ぼすおそれがあります。

(12)流動性リスク

　当行グループは、安定的な資金繰りを行うことを目的として、過度な大口調達等を抑制する等、適切な管理を行っ

ております。しかし、内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響が発生した場合、当行グループ

に対する悪意を持った風評等が発生した場合及び外部の格付機関が当行の格付けを引き下げた場合には、通常より
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著しく高い金利での調達を余儀なくされたり調達が困難になったりすることで損失を被る等、業績や財務内容に悪

影響を及ぼすおそれがあります。

(13)金融犯罪に関するリスク

　当行では、多数のキャッシュカードを発行しており、偽造・盗難カードの様々な防止策を実施しセキュリティ強

化に努めております。しかし、想定を超える大規模な犯罪が発生した場合には、その対策に伴うコストや被害を受

けたお客様への補償等により、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(14)減損会計

　当行グループでは、固定資産の減損会計に係る会計基準を適用しておりますが、今後の経済環境の動向や不動産

価格の変動等によっては、新たな減損を余儀なくされ、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(15)地域経済の動向及び地域特性を受けるリスク

　当行グループは、愛知県を主要な営業基盤としておりますが、地域経済が悪化した場合は、業容の拡大が図れな

いほか、不良債権が増加する等して、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(16)業種別貸出状況

　当行グループは、特定の業務又は貸出先に対する短期的な収益確保を目的とした信用リスクの集中を排除するこ

とに務めるとともに、リスク分散によるリスク量の軽減を図る等を目的として信用リスクを管理しております。し

かし当行グループの業種別貸出状況は、製造業、卸・小売業の割合が高いため、それらの業種の経営環境等に変化

が生じた場合には、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(17)ビジネス戦略が奏効しないリスク

　当行グループは、収益力増強のために、様々なビジネス戦略を実施しておりますが、以下に述べるものをはじめ

とする様々な要因が生じた場合には、当初想定していた収益増強をもたらさないおそれがあります。

　・ 競合状況や市場環境により、資金運用収入や手数料収入が期待通りの成果とならない場合

　・ 経費削減等の効率化が期待通りに進まない場合

　・ リスク管理での想定を超える市場等の変動等により、有価証券運用が期待通りの成果を上げられない場合

　・ 業務範囲の拡大等に伴う新たなリスクが発生する場合

(18)コンプライアンスリスク

　当行グループでは、業務を遂行するうえで様々な法令諸規制の適用を受けており、これらの法令諸規制が遵守さ

れるよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底に努めております。しかし、法令等遵守状況が不十分であった

場合やそれに起因する訴訟等が提起された場合には、当行グループの評価に重大な影響を及ぼすとともに、業績や

財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(19)災害リスク

　当行グループは、愛知県を中心として店舗・電算センター等の施設等を保有しており、これらの施設等が継続し

て安定的に使用できるように、建物・設備等の機能を整備するとともに、経年状況の把握と適切な維持管理に努め

ております。しかし、想定の範囲を超える大規模災害等が発生し、大きな被害を受けた場合には、業績や財務内容

に悪影響を及ぼすおそれがあります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 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）

対前中間期比
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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）         

現金預け金  88,559 3.00 157,647 5.10 69,088 199,468 6.34

コールローン及び買入手
形

 12,302 0.42 11,663 0.38 △639 13,639 0.43

買入金銭債権  2,669 0.09 4,053 0.13 1,384 3,754 0.12

商品有価証券  258 0.01 61 0.00 △196 85 0.00

金銭の信託  1,882 0.06 1,826 0.06 △56 1,832 0.06

有価証券 ※1,8 878,195 29.72 874,354 28.30 △3,841 886,213 28.18

貸出金

※2,3,
4,5,
6,7,
9

1,876,851 63.51 1,944,460 62.95 67,608 1,942,511 61.77

外国為替 ※6 5,258 0.18 5,018 0.16 △240 5,439 0.17

その他資産 ※8,10 27,866 0.94 25,127 0.81 △2,738 25,099 0.80

動産不動産
※8,10
11,12,
13

62,680 2.12 ― ― ― 63,485 2.02

有形固定資産
 

※11, 
 12,13

― ― 62,865 2.04 ― ― ―

無形固定資産
 

※8
 

― ― 82 0.00 ― ― ―

繰延税金資産  1,941 0.07 1,593 0.05 △348 1,611 0.05

支払承諾見返  25,823 0.87 23,505 0.76 △2,317 24,576 0.78

貸倒引当金  △29,133 △0.99 △22,912 △0.74 6,220 △22,891 △0.72

資産の部合計  2,955,157 100.00 3,089,346 100.00 134,189 3,144,826 100.00
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）         

預金 ※8 2,616,363 88.54 2,659,307 86.08 42,943 2,631,805 83.69

譲渡性預金  47,940 1.62 98,960 3.20 51,020 111,640 3.55

コールマネー及び売渡手
形

※8 2,603 0.09 22,393 0.73 19,790 4,734 0.15

債券貸借取引受入担保金  ※8 － － ― ― － 81,062 2.58

借用金 ※8,14 22,536 0.76 26,743 0.87 4,207 25,024 0.80

外国為替  38 0.00 60 0.00 22 45 0.00

その他負債 ※10 25,666 0.87 21,487 0.70 △4,179 24,725 0.79

賞与引当金  1,103 0.04 1,125 0.04 21 1,137 0.03

役員賞与引当金  ― ― 36 0.00 36 ― ―

退職給付引当金  7,512 0.25 7,197 0.23 △315 7,310 0.23

繰延税金負債  17,266 0.58 24,751 0.80 7,484 27,326 0.87

再評価に係る繰延税金負
債

※11 4,675 0.16 4,675 0.15 0 4,675 0.15

連結調整勘定  3 0.00 ― ― ― 2 0.00

負ののれん  ―  1 0.00 1 ― ―

支払承諾  25,823 0.87 23,505 0.76 △2,317 24,576 0.78

負債の部合計  2,771,531 93.78 2,890,244 93.56 118,712 2,944,065 93.62

（少数株主持分）         

少数株主持分  4,366 0.15 ― ― ― 5,097 0.16

（資本の部）         

資本金  25,090 0.85 ― ― ― 25,090 0.80

資本剰余金  18,646 0.63 ― ― ― 18,647 0.59

利益剰余金  86,458 2.93 ― ― ― 91,264 2.90

土地再評価差額金 ※11 3,534 0.12 ― ― ― 3,534 0.11

その他有価証券評価差額
金

 45,764 1.55 ― ― ― 57,413 1.83

自己株式  △236 △0.01 ― ― ― △285 △0.01

資本の部合計  179,258 6.07 ― ― ― 195,664 6.22

負債、少数株主持分
及び資本の部合計

 2,955,157 100.00 ― ― ― 3,144,826 100.00

 （純資産の部）         

資本金  ― ― 25,090 0.81 ― ― ―

資本剰余金  ― ― 18,648 0.60 ― ― ―

利益剰余金  ― ― 94,503 3.06 ― ― ―

自己株式  ―  △313 △0.01 ― ― ―

株主資本合計  ― ― 137,929 4.46 ― ― ―

その他有価証券評価差額金  ― ― 52,437 1.70 ― ― ―

繰延ヘッジ損益  ― ― △167 △0.01 ― ― ―

土地再評価差額金 ※11 ― ― 3,534 0.12 ― ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 55,804 1.81 ― ― ―

少数株主持分  ― ― 5,368 0.17 ― ― ―

純資産の部合計  ― ― 199,102 6.44 ― ― ―

負債及び純資産の部合
計

 ― ― 3,089,346 100.00 ― ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（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）

対前中間期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

経常収益  38,999
100.0

0
37,554

100.0
0

△1,445 77,820
100.0

0

資金運用収益  22,952  23,086  134 45,964  

（うち貸出金利息）  (17,612)  (16,865)  △746 (34,862)  

（うち有価証券利息配当
金）

 (4,983)  (5,427)  444 (10,143)  

役務取引等収益  4,183  4,390  206 8,723  

その他業務収益  9,607  9,738  130 19,983  

その他経常収益  2,256  339  △1,917 3,148  

経常費用  30,987 79.46 30,946 82.40 △41 61,673 79.25

資金調達費用  1,516  2,512  996 3,382  

（うち預金利息）  (774)  (1,394)  619 (1,701)  

役務取引等費用  1,336  1,266  △69 2,517  

その他業務費用  9,271  9,292  21 19,939  

営業経費  16,855  16,461  △393 33,226  

その他経常費用 ※1 2,007  1,412  △595 2,607  

経常利益  8,011 20.54 6,608 17.60 △1,403 16,146 20.75

特別利益 ※2 1 0.01 3 0.01 1 1,860 2.39

特別損失 ※3 536 1.38 29 0.07 △506 566 0.73

税金等調整前中間（当期）純
利益

 7,476 19.17 6,581 17.52 △895 17,440 22.41

法人税、住民税及び事業税  1,855 4.76 1,573 4.19 △281 2,887 3.71

法人税等調整額  739 1.89 772 2.05 33 3,528 4.53

少数株主利益  184 0.47 306 0.82 121 892 1.15

中間（当期）純利益  4,698 12.05 3,929 10.46 △769 10,131 13.02
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(3）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）
25,090 18,647 91,264 △285 134,716

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）     －

剰余金の配当（百万円）(注)   △628  △628

役員賞与（百万円）（注）   △60  △60

中間純利益（百万円）   3,929  3,929

自己株式の取得（百万円）    △29 △29

自己株式の処分（百万円）  0  2 3

土地再評価差額金取崩額（百万

円）
  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）

（百万円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― 0 3,239 △27 3,213

平成18年９月30日　残高

（百万円）
25,090 18,648 94,503 △313 137,929

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
57,413 ― 3,534 60,948 － 5,097 200,761

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）    －   ―

剰余金の配当（百万円）(注)    －   △628

役員賞与（百万円）（注）    －   △60

中間純利益（百万円）    －   3,929

自己株式の取得（百万円）    －   △29

自己株式の処分（百万円）    －   3

土地再評価差額金取崩額（百万

円）
   －   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）

（百万円）

△4,976 △167 △0 △5,144  271 △4,872

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△4,976 △167 △0 △5,144 － 271 △1,659

平成18年９月30日　残高

（百万円）
52,437 △167 3,534 55,804 － 5,368 199,102

 （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
連結剰余金計算書

(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  18,646 18,646

資本剰余金増加高  0 1

自己株式処分差益  0 1

資本剰余金中間期末(期末)残高  18,646 18,647

    

（利益剰余金の部）    

    

利益剰余金期首残高  82,414 82,414

利益剰余金増加高  4,838 10,272

中間（当期）純利益  4,698 10,131

土地再評価差額金取崩額  140 140

利益剰余金減少高  794 1,422

配当金  733 1,361

役員賞与  60 60

自己株式処分差損  － －

利益剰余金中間期末(期末)残高  86,458 91,264
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(5) 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)

対前中間期比

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）
増減

(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

 7,476 6,581 △895 17,440

減価償却費  5,285 5,258 △27 10,766

減損損失  434 18 △415 434

連結調整勘定償却額  △1 ― ― △2

負ののれん償却額  ― △1 ― ―

貸倒引当金の増減
（△）額

 △4,631 21 4,652 △10,872

賞与引当金の増減
（△）額

 △13 △12 0 21

役員賞与引当金の増減
（△）額 

 ― 36 36 ―

退職給付引当金の増減
（△）額

 △103 △112 △9 △305

資金運用収益  △22,952 △23,086 △134 △45,964

資金調達費用  1,516 2,512 996 3,382

有価証券関係損益
（△）

 △1,913 41 1,954 △483

金銭の信託の運用損益
（△）

 △56 0 57 △151

為替差損益（△）  △3,013 △141 2,872 △5,503

動産不動産処分損益
（△）

 102 ― △102 132

固定資産処分損益
（△） 

 ― 10 10 ―

商品有価証券の純増
（△）減

 △166 23 189 6

貸出金の純増（△）減  △25,420 △1,948 23,471 △91,080

預金の純増減（△）  70,249 27,502 △42,746 85,690

譲渡性預金の純増減
（△）

 3,240 △12,680 △15,920 66,940

借用金（劣後特約付借
入金を除く）の純増減
（△）

 1,612 1,719 106 4,100

預け金（預入期間３ヶ
月超）の純増（△）減

 4,000 ― △4,000 2,500

コールローン等の純増
（△）減

 △3,159 1,680 4,840 △5,588

コールマネー等の純増
減（△）

 2,603 17,659 15,055 4,734

債券貸借取引受入担保
金の純増減（△）

 ― △81,062 △81,062 81,062

外国為替（資産）の純
増（△）減

 3,476 421 △3,055 3,295
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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)

対前中間期比

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）
増減

(百万円)
金額（百万円）

外国為替（負債）の純
増減（△）

 10 15 4 17

資金運用による収入  23,554 23,053 △501 46,984

資金調達による支出  △1,412 △2,204 △791 △3,626

その他  △7,207 △6,866 341 △11,220

小計  53,510 △41,560 △95,070 152,710

法人税等の支払額  △1,150 △2,298 △1,147 △1,797

営業活動による
キャッシユ・フロー

 52,360 △43,858 △96,218 150,912

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

 △130,776 △92,105 38,671 △207,785

有価証券の売却による
収入

 7,133 40,898 33,764 68,187

有価証券の償還による
収入

 34,259 54,536 20,277 61,952

金銭の信託の減少によ
る収入

 6 0 △5 151

動産不動産の取得によ
る支出

 △259 ― 259 △646

動産不動産の売却によ
る収入

 98 ― △98 116

有形固定資産の取得に
よる支出

 ― △647 △647 ―

無形固定資産の取得に
よる支出 

 ― △0 △0 ―

有形固定資産の売却に
よる収入

 ― 5 5 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △89,537 2,687 92,225 △78,024

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

配当金支払額  △732 △627 104 △1,361

少数株主への配当金支
払額

 △6 △6 0 △6

自己株式の取得による
支出

 △23 △29 △6 △73

自己株式の売却による
収入

 1 3 1 4

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △760 △660 99 △1,437
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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)

対前中間期比

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）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 21 10 △10 41

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 △37,916 △41,821 △3,904 71,492

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 126,375 197,868 71,492 126,375

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 88,459 156,047 67,588 197,868
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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　　　　　６社

主要な会社名

株式会社名古屋リース

株式会社名古屋カード

株式会社名古屋エム・シー

カード

(1）連結子会社　　　　　　６社

主要な会社名

株式会社名古屋リース

株式会社名古屋カード

株式会社名古屋エム・シー

カード

(1）連結子会社　　　　　６社

　主要な会社名

　株式会社名古屋リース

　株式会社名古屋カード

　株式会社名古屋エム・シー

カード 

 (2）非連結子会社　　　　－社 (2）非連結子会社　　　　　－社 (2)非連結子会社　　　　－社

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし

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。

連結子会社の中間決算日は次のとお

りであります。

連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。

９月末日　　　　　６社 ９月末日　　　　　　６社 ３月末日　　　　　６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

 

 

(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。
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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）

 

 

 

 

（追加情報）

 　 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

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194百万円減少し、繰

延税金資産は132百万円増加し

ており、税金等調整前中間純利

益は264百万円増加しておりま

す。

（会計方針の変更）

　従来、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、評価差額を当連結

会計年度の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、

平成18年３月31日以後終了す

る連結会計年度から適用するこ

とができることとされました。

これに伴い、当連結会計年度末

から同適用指針を適用し、当連

結会計年度に取得した価額を取

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を資

本の部に計上しております。こ

れにより、従来の方法と比べ有

価証券の増減はないものの、株

式等評価差額金は49百万円減少

し、繰延税金資産は33百万円増

加しており、税金等調整前当期

純利益は93百万円増加しており

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。

(ロ)　　　 同左 (ロ)　　　 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）

 

 

(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：15年～50年

動産：５年～６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、主として定額法により償却し

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：15年～50年

　動産：５年～６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、主として定額法により償却

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：15年～50年

動産：５年～６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、主として定額法により償却し

ております。

 

 

②ソフトウェア

　連結子会社の自社利用のソフト

ウェアについては、会社で定める

利用可能期間（主として５年）に

基づく定額法により償却しており

ます。

　なお、当行の自社利用のソフト

ウェアについて資産計上している

ものはありません。

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、連結子会社の自社利用の

ソフトウェアについては、会社

で定める利用可能期間（主とし

て５年）に基づく定額法により

償却しております。また、当行

の自社利用のソフトウェアにつ

いて資産計上しているものはあ

りません。

②ソフトウェア

　連結子会社の自社利用のソフ

トウェアについては、会社で定

める利用可能期間（主として５

年）に基づく定額法により償却

しております。

　なお、当行の自社利用のソフ

トウェアについて資産計上して

いるものはありません。

 

 

(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。

　「銀行等金融機関の資産の自己

査定に係る内部統制の検証並びに

貸倒償却及び貸倒引当金の監査に

関する実務指針」（日本公認会計

士協会銀行等監査特別委員会報告

第４号）に規定する正常先債権及

び要注意先債権に相当する債権に

ついては、過去の一定期間におけ

る各々の貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき引き当ててお

ります。

(5）貸倒引当金の計上基準

同左

(5）貸倒引当金の計上基準

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）

 　破綻懸念先債権に相当する債権

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

うち必要と認める額を引き当てて

おります。

　破綻先債権及び実質破綻先債権

に相当する債権については、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

した残額を引き当てております。

　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。

同左 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)　　　　─────

　

 

(7)会計方針の変更

　役員賞与引当金は、役員への賞

与の支払いに備えるため、役員に

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。

　従来、役員賞与は、利益処分に

より支給時に未処分利益の減少と

して処理しておりましたが、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号平成17年11月29

日）が会社法施行日以後終了する

事業年度の中間会計期間から適用

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会計基

準を適用し、役員に対する賞与を

費用として処理することとし、そ

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役員賞与

引当金として計上しております。

これにより、従来の方法に比べ営

業経費は38百万円増加し、税金等

調整前中間純利益は38百万円減少

しております。

(7)　　　　─────
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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）

 

 

(8)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。　　

(8)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。 

(8)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（主として13年）

による定額法により費用処理

過去勤務債務：その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（主として13年）

による定額法により費用処理

過去勤務債務：その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（主として13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

（主として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

（主として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

（主として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

費用処理

 

 

（追加情報）

　当行は、従来、従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（15

年）による定額法により過去勤務

債務及び数理計算上の差異を費用

処理しておりましたが、従業員の

転籍や新規採用の抑制などにより

平均残存勤務期間が短縮化したた

め、当中間連結会計期間より費用

処理年数を15年から13年に変更し

ております。

　この結果、従来と同一の費用処

理年数を適用した場合と比べ、経

常利益及び税金等調整前中間純利

益はそれぞれ112百万円減少して

おります。

 

 

 

（追加情報）

　当行は、従来、従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（15

年）による定額法により過去勤務

債務及び数理計算上の差異の費用

処理をしておりましたが、従業員

の転職や新規採用の抑制などによ

り平均残存勤務期間が短縮化した

ため、当連結会計年度より費用処

理年数を15年から13年に変更して

おります。

　この結果、従来と同一の費用処

理年数を適用した場合と比べ、経

常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ112百万円減少して

おります。

 

 

(9）外貨建資産・負債の換算基準

　当行の外貨建資産・負債勘定は、

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。

　連結子会社の外貨建資産・負債

については、それぞれの中間決算

日等の為替相場により換算してお

ります。

(9）外貨建資産・負債の換算基準

同左

(9）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、連結決算日の為替相場によ

る円換算額を付しております。 

　連結子会社の外貨建資産・負債

については、それぞれの決算日等

の為替相場により換算しておりま

す。

 

 

(10）リース取引の処理方法

　当行及び国内連結子会社のリー

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。

(10）リース取引の処理方法

同左

(10）リース取引の処理方法

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）

 

 

 

(11)重要なヘッジ会計の方法

(イ)金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生

じる金利リスクに対するヘッジ

会計の方法は、「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。以下「業

種別監査委員会報告第24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、相場

変動を相殺するヘッジについて、

ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワッ

プ取引等を一定の（残存）期間

毎にグルーピングのうえ特定し

評価しております。また、キャッ

シュ・フローを固定するヘッジ

については、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の金利変動要素の相関関

係の検証により有効性の評価を

しております。

　また、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・想

定元本金額に応じ平成15年度か

ら６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1,026百万

円、繰延ヘッジ利益は－百万円

であります。

(11)重要なヘッジ会計の方法

(イ)金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生

じる金利リスクに対するヘッジ

会計の方法は、「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。以下「業

種別監査委員会報告第24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、相場

変動を相殺するヘッジについて、

ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワッ

プ取引等を一定の（残存）期間

毎にグルーピングのうえ特定し

評価しております。また、キャッ

シュ・フローを固定するヘッジ

については、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の金利変動要素の相関関

係の検証により有効性の評価を

しております。

　また、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・想

定元本金額に応じ平成15年度か

ら６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536百万円

（税効果額控除前）、繰延ヘッ

ジ利益は－百万円（同前）であ

ります。

(11)重要なヘッジ会計の方法

(イ)金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生

じる金利リスクに対するヘッジ

会計の方法は、「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。以下「業

種別監査委員会報告第24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、相場

変動を相殺するヘッジについて、

ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワッ

プ取引等を一定の（残存）期間

毎にグルーピングのうえ特定し

評価しております。また、キャッ

シュ・フローを固定するヘッジ

については、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の金利変動要素の相関関

係の検証により有効性の評価を

しております。

　また、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・想定元

本金額に応じ平成15年度から６

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768百万円、繰

延ヘッジ利益は－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

　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。

(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

 

 

(12)消費税等の会計処理

　当行及び国内連結子会社の消費

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。

(12)消費税等の会計処理

同左

(12)消費税等の会計処理

同左

 

 

(13)税効果会計に関する事項

　中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当行の

決算期において予定している利益

処分方式による圧縮積立金の積立

てを前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算しておりま

す。

(13)税効果会計に関する事項

　 中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当

行の決算期において予定してい

る剰余金の処分による圧縮積立

金の積立てを前提として、当中

間連結会計期間に係る金額を計

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」のう

ち現金及び取得日から満期日までの

期間が３ヵ月以内の預け金でありま

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

び取得日から満期日までの期間が

３ヵ月以内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427百万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419百万円減少しております。

　セグメント情報に与える影響額は、当該個

所に記載しております。

　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193,901百万円であ

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。

───── 
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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」

中のその他の資産に含めて表示しておりましたが、「証券取引法等の

一部を改正する法律」（平成16年６月９日法律第97号）により当該出

資持分が証券取引法上の有価証券と定義されたことに伴い、当中間連

結会計期間から「有価証券」中のその他の証券に含めて表示しており

ます。また、当該組合の営業により獲得した損益の持分相当額につい

ては、従来、「その他経常収益」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「資金運用収益」中の「有価証券利息配当金」

に含めて表示しております。

 ─────

    　 ─────   「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、税効果額を勘案のうえ評

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「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。
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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－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－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－百万円を含んでおります。

※２．貸出金のうち、破綻先債権額は2,610百

万円、延滞債権額は51,091百万円であり

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3,464百

万円、延滞債権額は39,041百万円であり

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2,263百

万円、延滞債権額は40,051百万円であり

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ヵ月以上延滞債権額

は54百万円であります。

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本

又は利息の支払が約定支払日の翌日から

３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ヵ月以上延滞債権額

は245百万円であります。

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本

又は利息の支払が約定支払日の翌日から

３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ヵ月以上延滞債権額

は128百万円であります。

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本

又は利息の支払が、約定支払日の翌日か

ら３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

14,856百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に

有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債

権に該当しないものであります。

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は

12,388百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に

有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債

権に該当しないものであります。

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は

13,416百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者

の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞

債権に該当しないものであります。

※５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以

上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の

合計額は68,612百万円であります。

　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ヵ月以

上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の

合計額は55,140百万円であります。

　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ヵ月以

上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の

合計額は55,859百万円であります。

　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。
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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）

※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、85,194百万円であります。

※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、90,352百万円であります。

※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、84,125百万円であります。

※７．ローン・パーティシペーションで、平

成７年６月１日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理し

た参加元本金額のうち、中間連結貸借対

照表計上額は、4,660百万円であります。

※７．ローン・パーティシペーションで、平

成７年６月１日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理し

た参加元本金額のうち、中間連結貸借対

照表計上額は、9,636百万円であります。

※７．ローン・パーティシペーションで、平

成７年６月１日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理し

た参加元本金額のうち、連結貸借対照表

計上額は、9,655百万円であります。

※８．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

担保に供している資産

※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

※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

保証金権利金 1百万円

有価証券 26,862百万円

オフバランスの

リース債権等
19,443百万円

保証金権利金 3百万円

有価証券 49,473百万円

オフバランスの

リース債権等
21,709百万円

保証金権利金 1百万円

有価証券 107,295百万円

オフバランスの

リース債権等
21,926百万円

担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務

預金 14,624百万円

借用金 16,944百万円

預金 4,411百万円

コールマネー 20,000百万円

借用金 　19,113百万円

預金 14,834百万円

債券貸借取引受入

担保金
81,062百万円

借用金 19,139百万円

　なお、有価証券のうち26,838百万円に

つきましては預金及び手形交換等の取引

の共通担保として差し入れております。

　上記のほか、内国為替決済等の取引の

担保として、有価証券66,077百万円を差

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792百万円であります。

　なお、有価証券のうち26,601百万円に

つきましては預金及び手形交換等の取引

の共通担保として差し入れております。

　上記のほか、内国為替決済等の取引の

担保として、有価証券63,545百万円を差

し入れております。

　また、その他資産のうち保証金は749百

万円であります。

　なお、有価証券のうち26,515百万円に

つきましては預金及び手形交換等の取引

の共通担保として差し入れております。

　上記のほか、内国為替決済等の取引の

担保として、有価証券65,282百万円を差

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790百万円であります。

※９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミッ

トメントライン契約は、顧客からの融資

実行の申し出を受けた場合に、契約上規

定された条件について違反がない限り、

一定の限度額まで資金を貸付けることを

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558,665百万円であ

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554,123百万円あります。

※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542,675百万円であ

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536,142百万円あります。

※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545,475百万円であり

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541,360百万円あります。
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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（半

年毎に）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（半

年毎に）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。

※10．ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、

純額で繰延ヘッジ利益として「その他負

債」に含めて計上しております。なお、

上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は

1,212百万円、繰延ヘッジ利益の総額は

1,681百万円であります。

　10.            ―――――― ※10．ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、

純額で繰延ヘッジ損失として「その他資

産」に含めて計上しております。なお、

上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は820

百万円、繰延ヘッジ利益の総額は519百万

円であります。

※11．土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、当

行の事業用土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資

本の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成10年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の

方法

土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第３号に定める土地課税台帳に

登録されている価格（固定資産税評

価額）に合理的な調整を行って算出。

※11．土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、当

行の事業用土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純

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３号に定める土地課税台帳に

登録されている価格（固定資産税評

価額）に合理的な調整を行って算出。

※11．土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき、当

行の事業用土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資

本の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成10年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の

方法

土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第３号に定める土地課税台帳に

登録されている価格（固定資産税評

価額）に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

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

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

11,436百万円 11,593百万円 11,436百万円

※12．動産不動産の減価償却累計額 ※12．有形固定資産の減価償却累計額  ※12．動産不動産の減価償却累計額  

77,528百万円 79,336百万円 77,722百万円

※13．動産不動産の圧縮記帳額 ※13．有形固定資産の圧縮記帳額  ※13．動産不動産の圧縮記帳額   

1,800百万円 1,800百万円 1,800百万円

（当連結会計年度圧縮記帳額　－百万円） （当連結会計年度圧縮記帳額　－百万円） （当連結会計年度圧縮記帳額　－百万円）

※14．借用金には、他の債務よりも債務の履

行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金2,000百万円が含まれてお

ります。 

※14．借用金には、他の債務よりも債務の履

行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金2,000百万円が含まれてお

ります。  

※14．借用金には、他の債務よりも債務の履

行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金2,000百万円が含まれてお

ります。   
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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3百万

円、株式等償却65百万円を含んでおりま

す。

※１．その他経常費用には、貸出金償却1百万

円、貸倒引当金繰入額605百万円、株式等

償却60百万円を含んでおります。

※１．その他の経常費用には、貸出金償却3百

万円、株式等償却78百万円を含んでおり

ます。

　２．　　　 ―――――― 　２．　　　 ―――――― ※２．特別利益には貸倒引当金取崩額509　

　 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。

※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。

※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 愛知県名古屋市内、岩倉

市内、岐阜県岐阜市内

主な用途 営業用店舗等４か所

種類及び

減損損失

土地、建物、動産：

416百万円

リース資産：17百万円

計434百万円

地域 愛知県小牧市内、岐阜県

多治見市内

主な用途 営業用店舗等２カ所

種類及び

減損損失

建物、その他の有形固定

資産：18百万円

　

 

 

地域 愛知県名古屋市内、岩倉

市内、岐阜県岐阜市内

主な用途 営業用店舗等４カ所

種類及び

減損損失

土地、建物、動産：

416百万円

リース資産：17百万円

計434百万円

当行は、管理会計上の最小区分である

営業店単位でグルーピングを行っており

ます。また、連結子会社は、継続的に損

益の把握を実施している単位によりグルー

ピングを行っております。

減損損失を計上した営業用店舗等は、

割引前将来キャッシュ・フローの総額が

帳簿価額に満たないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

434百万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。

当行は、管理会計上の最小区分である

営業店単位でグルーピングを行っており

ます。また、連結子会社は、継続的に損

益の把握を実施している単位によりグルー

ピングを行っております。

減損損失を計上した営業用店舗等は、

割引前将来キャッシュ・フローの総額が

帳簿価額に満たないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

18百万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。

当行は、管理会計上の最小区分である

営業店単位でグルーピングを行っており

ます。また、連結子会社は、継続的に損

益の把握を実施している単位によりグルー

ピングを行っております。

減損損失を計上した営業用店舗等は、

割引前将来キャッシュ・フローの総額が

帳簿価額に満たないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

434百万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

鑑定評価額より処分費用見込額を控除し

て算定しております。

（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 210,054 － － 210,054  

 　種類株式 － － － －  

合　計 210,054 － － 210,054  

 自己株式 － － － －  

 　普通株式 458 35 3 490 注 

 　種類株式 － － － －  

 合　計 458 35 3 490  

※注　普通株式の自己株式の株式数の増加35千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少3千株は、単元未満株

式の売渡しによる減少であります。

 

  2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　 該当事項なし。

株式会社　名古屋銀行

－ 32 －



 

  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）

１株当たりの配
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 628 3 平成18年3月31日 平成18年6月29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
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月21日

取締役会
普通株式 628 利益剰余金 3 平成18年9月30日 平成18年12月8日

　4.「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基準第６号平成17年12月27日）および「株主資本等変動計算

書に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第９号平成17年12月27日）が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会計基準および適用指針を適用し、

従来の中間連結剰余金計算書に替えて中間連結株主資本等変動計算書を作成しております。　

　

（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

（単位：百万円）

平成17年９月30日現在

※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

（単位：百万円）

平成18年９月30日現在

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（単位：百万円）

平成18年３月31日現在

現金預け金勘定 88,559

預入期間が３ヶ月を超え

る預け金勘定
△100

現金及び現金同等物 88,459

現金預け金勘定 157,647

預入期間が３ヶ月を超え

る預け金勘定
△1,600

現金及び現金同等物 156,047

現金預け金勘定 199,468

預入期間が３ヶ月を超え

る預け金勘定
△1,600

現金及び現金同等物 197,868
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①　リース取引

　EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

※１．中間連結貸借対照表上の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権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）

 
中間連結貸借対
照表計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

国債 － － － － －

地方債 － － － － －

短期社債 － － － － －

社債 23,885 24,375 489 528 39

その他 28,038 26,664 △1,373 6 1,380

合計 51,924 51,039 △884 535 1,420

　（注）１．時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年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 58,519 131,021 72,502 72,560 58

債券 533,440 535,072 1,631 3,770 2,138

国債 306,840 306,979 138 1,819 1,681

地方債 19,443 19,814 370 393 23

短期社債 － － － － －

社債 207,156 208,278 1,122 1,557 434

その他 138,178 139,197 1,019 2,777 1,758

合計 730,138 805,291 75,153 79,108 3,955

　（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、その他有価証券について70百万円減損処理を行っております。

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて30%以上下落したものとしてお

ります。

　減損処理にあたり、時価のある銘柄は、中間連結決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘

柄について、一律減損処理しております。

　下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復可能性を検討し、時価の下落が一時的で、概ね1年以内に

取得原価に近い水準まで時価が回復することを合理的な根拠をもって予測できる場合を除き、すべて減損処理

しております。
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　また、時価のない銘柄は、簿価に対して実質価額が原則として50％以上下落した銘柄のうち、過去一定期間

の業績の推移、信用度を勘案のうえ、実質価額の回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる銘柄を除き、

すべて減損処理しております。

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 5,285

非公募事業債 18,363

非上場外国証券 0

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）

 
中間連結貸借対
照表計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 21,903 22,044 141

その他 26,422 24,736 △1,685

合計 48,325 46,781 △1,544

　（注）時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

 

　　　　 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 62,936 154,311 91,374

債券 525,928 521,677 △4,250

国債 268,684 265,024 △3,659

地方債 21,115 21,210 94

短期社債 － － －

社債 236,128 235,442 △685

その他 123,530 122,624 △906

合計 712,395 798,613 86,218

　（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、その他有価証券について60百万円減損処理を行っております。

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて30%以上下落したものとしてお

ります。

　減損処理にあたり、時価のある銘柄は、中間連結決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘

柄について、一律減損処理しております。
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　下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復可能性を検討し、時価の下落が一時的で、概ね1年以内に

取得原価に近い水準まで時価が回復することを合理的な根拠をもって予測できる場合を除き、すべて減損処理

しております。

　また、時価のない銘柄は、簿価に対して実質価額が原則として50％以上下落した銘柄のうち、過去一定期間

の業績の推移、信用度を勘案のうえ、実質価額の回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる銘柄を除き、

すべて減損処理しております。

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 5,138

非公募事業債 26,329

非上場外国証券 0

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 85 △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）

 
連結貸借対照表
計上額

（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

国債 － － － － －

地方債 － － － － －

短期社債 － － － － －

社債 21,860 21,975 115 259 144

その他 27,650 25,492 △2,157 2 2,160

合計 49,510 47,468 △2,042 262 2,304

　（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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３．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

 
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 62,552 166,197 103,644 103,722 78

債券 520,137 510,816 △9,320 1,534 10,854

国債 283,203 275,980 △7,222 1,022 8,245

地方債 19,756 19,767 11 154 142

短期社債 － － － － －

社債 217,177 215,068 △2,109 357 2,466

その他 136,983 137,083 100 2,480 2,379

合計 719,673 814,097 94,424 107,737 13,312

　（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、その他有価証券について83百万円減損処理を行っております。

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて30％以上下落したものとして

おります。

減損処理にあたり、時価のある銘柄は、連結決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄に

ついて、一律減損処理しております。

　下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復可能性を検討し、時価の下落が一時的で、概ね1年以内に

取得原価に近い水準まで時価が回復することを合理的な根拠をもって予測できる場合を除き、すべて減損処理

しております。

　また、時価のない銘柄は、簿価に対して実質価額が原則として50％以上下落した銘柄のうち、過去一定期間

の業績の推移、信用度を勘案のうえ、実質価額の回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる銘柄を除き、

すべて減損処理しております。

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)

 
売却原価
（百万円）

売却額
（百万円）

売却損益
（百万円）

社債 1,082 1,085 2

（売却の理由）発行体の早期償還事由抵触に伴い、販売会社を通して買取りの申出があったためであります。

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 63,549 2,563 1,998
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６．時価のない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 5,214

非公募事業債 21,144

非上場外国証券 0

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額(平成18年３月31日現在)

 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 70,720 266,851 111,116 105,133

国債 32,725 96,302 49,398 97,554

地方債 3,289 10,492 5,985 －

短期社債 － － － －

社債 34,705 160,056 55,732 7,578

その他 16,875 73,875 36,709 16,988

合計 87,595 340,726 147,825 122,121

③　金銭の信託

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）

　該当事項なし。

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）

　該当事項なし。

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）

　該当事項なし。

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）

　該当事項なし。

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 1,832 299

２．満期保有目的の金銭の信託（平成18年３月31日現在）

　該当事項なし。

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）

　該当事項なし。
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④　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 75,153

その他有価証券 75,153

その他の金銭の信託 －

（△）繰延税金負債 29,371

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 45,781

（△）少数株主持分相当額 16

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額

金のうち親会社持分相当額
－

その他有価証券評価差額金 45,764

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 86,218

その他有価証券 86,218

その他の金銭の信託 －

（△）繰延税金負債 33,751

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 52,466

（△）少数株主持分相当額 29

（＋）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 52,437
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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 94,424

その他有価証券 94,424

その他の金銭の信託 －

（△）繰延税金負債 36,966

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 57,458

（△）少数株主持分相当額 44

（＋）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 57,413
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⑤　デリバティブ取引

 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。　　

⑥　セグメント情報

ａ．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）

 
銀行業務
（百万円）

リース業務
（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 31,144 6,817 1,037 38,999 － 38,999

(2)セグメント間の内部経常収

益
115 425 534 1,074 (1,074) －

計 31,259 7,243 1,572 40,074 (1,074) 38,999

経常費用 23,641 7,038 1,376 32,056 (1,068) 30,987

経常利益 7,617 204 195 8,017 (6) 8,011

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）

 
銀行業務
（百万円）

リース業務
（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 29,577 6,909 1,067 37,554 － 37,554

(2)セグメント間の内部経常収

益
109 286 490 886 (886) －

計 29,687 7,195 1,558 38,441 (886) 37,554

経常費用 23,696 6,770 1,360 31,826 (880) 30,946

経常利益 5,991 425 198 6,614 (6) 6,608

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）

 
銀行業務
（百万円）

リース業務
（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 61,739 13,931 2,149 77,820 － 77,820

(2)セグメント間の内部経常収

益
225 790 1,036 2,052 (2,052) －

計 61,965 14,721 3,186 79,872 (2,052) 77,820

経常費用 47,643 13,684 2,391 63,719 (2,045) 61,673

経常利益 14,321 1,037 794 16,153 (6) 16,146

（注）１．業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、「その他」はクレジットカード業、事務

委託サービス業務等であります。

２．一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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

 　　　　全セグメントの所在地が本邦以外の国又は地域にないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．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）

　　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。

　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）

　　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）

 金額（百万円）

Ⅰ　国際業務経常収益 8,033

Ⅱ　連結経常収益  77,820

Ⅲ　国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合（％） 10.3%

　（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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