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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）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
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 29,686 △5.0 5,991 △21.4 3,874 △17.0 18 49

17年９月中間期 31,258 4.2 7,624 25.6 4,667 △20.7 22 26

18年３月期 61,962 14,331 10,018 47 53

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 209,593,702株 17年９月中間期 209,680,587株 18年３月期 209,656,983株

②会計処理の方法の変更 無　

③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）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
単体自己資本比率
（国内基準）(注2)

百万円 百万円 ％ 円　銭 ％

18年９月中間期 3,050,987 192,711 6.3 919.52
（速報値）  9.28
　

17年９月中間期 2,917,641 178,367 6.1 850.74 9.30

18年３月期 3,105,552 194,688 6.3 928.56 9.21

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 209,577,211株 17年９月中間期 209,662,854株 18年３月期 209,608,840株

②期末自己株式数 18年９月中間期 477,662株 17年９月中間期 392,019株 18年３月期 446,033株

 （注1）「自己資本比率」は、中間期末純資産の部合計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）「単体自己資本比率（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。

２．19年３月期の業績予想（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 59,300 11,700 7,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 34円 35銭

３．配当状況

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

中間期末 期末 年間

18年3月期 3.00 3.00 6.00

19年3月期（実績） 3.00 －
6.00

19年3月期（予想） － 3.00

（注1）18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

（注2）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。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（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  87,178 2.99 156,612 5.14 69,434 197,865 6.37

コールローン  12,302 0.42 11,663 0.38 △639 13,639 0.44

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 ※1,8 878,022 30.09 874,167 28.66 △3,854 886,001 28.53

貸出金

※2,3,
4,5,
6,7,
9

1,875,654 64.29 1,943,264 63.70 67,610 1,940,848 62.50

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

その他資産 ※8,10 20,568 0.71 18,102 0.59 △2,465 18,120 0.58

動産不動産

※8,
11,
12,
14

33,894 1.16 ― ― △33,894 33,600 1.08

有形固定資産
※11,
12,14

―  33,036 1.08 33,036 ―  

無形固定資産 ※8 ―  70 0.00 70 ―  

支払承諾見返  24,756 0.85 22,631 0.74 △2,124 23,642 0.76

貸倒引当金  △24,804 △0.85 △19,521 △0.64 5,282 △19,278 △0.62

資産の部合計  2,917,641 100.00 3,050,987 100.00 133,345 3,105,552 100.00

         

株式会社　名古屋銀行
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 2,620,112 89.80 2,664,550 87.34 44,438 2,636,361 84.89

譲渡性預金  47,940 1.64 98,960 3.25 51,020 111,640 3.60

コールマネー ※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  ― ― ― ― ― 81,062 2.61

借用金 ※13 2,000 0.07 2,000 0.07 0 2,000 0.06

外国為替  38 0.00 60 0.00 22 45 0.00

その他負債 ※10 11,437 0.39 10,074 0.33 △1,362 11,098 0.36

賞与引当金  1,026 0.04 1,043 0.03 17 1,057 0.03

役員賞与引当金  ― ― 26 0.00 26 ― ―

退職給付引当金  7,440 0.26 7,127 0.23 △313 7,236 0.23

繰延税金負債  17,244 0.59 24,732 0.81 7,487 27,309 0.88

再評価に係る繰延税金負債 ※14 4,675 0.16 4,675 0.15 0 4,675 0.15

支払承諾  24,756 0.85 22,631 0.74 0 23,642 0.76

負債の部合計  2,739,273 93.89 2,858,275 93.68 121,126 2,910,864 93.73

（資本の部）         

資本金  25,090 0.86 ― ― ― 25,090 0.81

資本剰余金  18,646 0.64 ― ― ― 18,647 0.60

資本準備金  18,645  ―  ― 18,645  

その他資本剰余金  0  ―  ― 1  

利益剰余金  85,559 2.93 ― ― ― 90,281 2.91

利益準備金  8,029  ―  ― 8,029  

任意積立金  57,889  ―  ― 57,889  

中間（当期）未処分利益  19,640  ―  ― 24,362  

土地再評価差額金 ※14 3,534 0.12 ― ― ― 3,534 0.11

その他有価証券評価差額金  45,762 1.57 ― ― ― 57,409 1.85

自己株式  △226 △0.01 ― ― ― △275 △0.00

資本の部合計  178,367 6.11 ― ― ― 194,688 6.27

負債及び資本の部合計  2,917,641 100.00 ― ― ― 3,105,552 100.00

（純資産の部）         

資本金  ― 25,090 0.82 ― ―  

資本剰余金  ― 18,648 0.61 ― ―  

資本準備金 ― 18,645  ― ―  

その他資本剰余金 ― 2  ― ―  

利益剰余金  ― 93,474 3.06 ― ―  

利益準備金 ― 8,029  ― ―  

その他利益剰余金 ― 85,444  ― ―  

買換資産圧縮積立金 ― 169  ― ―  

別途積立金 ― 57,720  ― ―  

繰越利益剰余金 ― 27,555  ― ―  

自己株式  ― △303 △0.01 ― ―  

株式会社　名古屋銀行
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（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
（％）

株主資本合計  ― 136,910 4.48 ― ―  

その他有価証券評価差額金 ― 52,434 1.72 ― ―  

繰延ヘッジ損益 ― △167 △0.01 ― ―  

土地再評価差額金  ※14 ― 3,534 0.12 ― ―  

評価・換算差額等合計 ―  55,801 1.83 ― ―  

純資産の部合計 ―  192,711 6.32 ― ―  

負債及び純資産の部合計 ―  3,050,987 100.00 ― ―  

株式会社　名古屋銀行
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（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

前事業年度の
要約損益計算書

（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  31,258 100.00 29,686 100.00 △1,571 61,962 100.00

資金運用収益  22,728  22,873  145 45,533  

（うち貸出金利息）  (17,396)  (16,662)  △734 (34,440)  

（うち有価証券利息配当
金）

 (4,975)  (5,419)  443 (10,135)  

役務取引等収益  4,202  4,408  205 8,760  

その他業務収益  2,052  2,043  △8 4,505  

その他経常収益  2,275  360  △1,914 3,163  

経常費用  23,633 75.61 23,695 79.81 61 47,631 76.87

資金調達費用  1,338  2,334  996 3,036  

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

役務取引等費用  1,584  1,490  △93 2,996  

その他業務費用  2,917  2,987  70 7,326  

営業経費 ※1 16,308  15,765  △542 32,017  

その他経常費用 ※2 1,485  1,116  △368 2,254  

経常利益  7,624 24.39 5,991 20.19 △1,633 14,331 23.13

特別利益 ※3 1 0.00 2 0.01 1 1,937 3.13

特別損失 ※4 535 1.71 29 0.10 △505 565 0.91

税引前中間（当期）純利益  7,090 22.68 5,964 20.08 △1,126 15,703 25.34

法人税、住民税及び事業税  1,690 5.41 1,346 4.53 △344 2,475 4.00

法人税等調整額  731 2.34 743 2.50 11 3,209 5.18

中間（当期）純利益  4,667 14.93 3,874 13.05 △793 10,018 16.17

前期繰越利益  14,832  ―  ― 14,832  

土地再評価差額金取崩額  140  ―  ― 140  

中間配当額  －  ―  ― 628  

中間（当期）未処分利益  19,640  ―  ― 24,362  

         

株式会社　名古屋銀行
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

買換資産
圧縮積立
金

別途積立
金

 繰越利
益剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
25,090 18,645 1 18,647 8,029 169 57,720 24,362 90,281 △275 133,744

中間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  △628

役員賞与金（百万円）(注）    －    △53 △53  △53

中間純利益（百万円）    －    3,874 3,874  3,874

自己株式の取得（百万円）    －     － △29 △29

自己株式の処分（百万円）   0 0     － 2 3

土地再評価差額金取崩額（百万

円）
   －    0 0  0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

 （百万円）

   －     －  －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― 0 0 ― ― ― 3,192 3,192 △27 3,165

平成18年９月30日　残高

（百万円）
25,090 18,645 2 18,648 8,029 169 57,720 27,555 93,474 △303 136,910

評価・換算差額等

新株予約権 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）
57,409 ― 3,534 60,944 － 194,688

中間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)(注)    －  △628

役員賞与金(百万円)(注)    －  △53

中間純利益（百万円）    －  3,874

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会計

期間中の変動額（純額）

 （百万円）

△4,974 △167 △0 △5,142  △5,142

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△4,974 △167 △0 △5,142 － △1,976

平成18年９月30日　残高

（百万円）
52,434 △167 3,534 55,801 － 192,711

 （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。

株式会社　名古屋銀行
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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。

同左 同左

２．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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）、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。

(1）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）、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。

 （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、当中間会計期間から同適用指

針を適用し、前事業年度末の貸借

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、税引前中間純

利益は264百万円増加しておりま

す。

(1）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）、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、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。

（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、評価差額を当事業年度の損益

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

する事業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、当事業年度末から同適用指

針を適用し、当該年度に取得した

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、税引前当期純利益は93百万

円増加しております。
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）有価証券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。

(2）　　　　 同左 (2）　　　　 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。

同左 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）動産不動産

　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

(1）有形固定資産

   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 

(1）動産不動産

　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

 

 

(2）ソフトウェア

　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、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

 　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。
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　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。

　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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　　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、当中間会計期間に帰属する

額を計上しております。

(3）　　　　─────

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

(3）役員賞与引当金

　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

27百万円増加し、税引前中間純利

益は27百万円減少しております。

(2）賞与引当金

　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、

当事業年度に帰属する額を計上し

ております。

(3）　　　　─────

株式会社　名古屋銀行

－ 51 －



 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

(4）退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退

職給付に備えるため、当事業年度

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。

(4）退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退

職給付に備えるため、当事業年度

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。

(4）退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退

職給付に備えるため、当事業年度

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：その発生年度の

従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（13年）による

定額法により費用処理

過去勤務債務：その発生年度の

従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（13年）による

定額法により費用処理

過去勤務債務：その発生年度の

従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（13年）による

定額法により費用処理

 数理計算上の差異：各発生年度

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、

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理

数理計算上の差異：各発生年度

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、

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理

数理計算上の差異：各発生年度

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、

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理

 

 

（追加情報）

　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

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

常利益及び税引前中間純利益はそ

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、当事業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

常利益及び税引前当期純利益はそ

れぞれ112百万円減少しておりま

す。

６．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建の資産・負債については、

中間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 　外貨建の資産・負債については、

決算日の為替相場による円換算額を

付しております。

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法

 

(イ)金利リスク・ヘッジ

　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、当中間会計期間末の中間貸

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。

(イ)金利リスク・ヘッジ

　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、当中間会計期間末の中間貸

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。

(イ)金利リスク・ヘッジ

　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、当事業年度末の貸借対照表

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、当事業年度末における「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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

　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

９．消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

　ただし、動産不動産に係る控除対

象外消費税等は当中間会計期間の費

用に計上しております。

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

　ただし、有形固定資産に係る控

除対象外消費税等は当中間会計期

間の費用に計上しております。

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

　ただし、動産不動産に係る控除対

象外消費税等は当事業年度の費用に

計上しております。

10．税効果会計に関する事項 　中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予

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

間会計期間に係る金額を計算してお

ります。

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

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、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。

─────
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）を当中間会計期間から適用して

おります。これにより税引前中間純利益は426

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）を当事業年度から適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は419百万

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

当中間会計期間から適用しております。

　当中間会計期間末における従来の「資本の

部」に相当する金額は192,879百万円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則及び銀行法施行規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等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

前中間会計期間
（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日以後開始される事業

年度から適用されることになったこと等に伴い、当中間会計期間から

下記のとおり表示を変更しております。

(1) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」及び「中間未

処分利益」は、「その他利益剰余金」の「買換資産圧縮積立金」、

「別途積立金」及び「繰越利益剰余金」として表示しております。

(2) 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。

(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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．子会社の株式総額 85百万円 ※１．関係会社の株式総額 92百万円 ※１．子会社の株式総額 85百万円

　なお、本項の子会社は、銀行法第２条

第８項に規定する子会社であります。

　なお、本項の子会社は、銀行法第２条

第８項に規定する子会社であります。

※２．貸出金のうち、破綻先債権額は2,503百

万円、延滞債権額は48,917百万円であり

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3,376百

万円、延滞債権額は37,039百万円であり

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2,158百

万円、延滞債権額は37,986百万円であり

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54百万円であります。

　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245百万円であります。

　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128百万円であります。

　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

14,776百万円であります。

　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

12,351百万円であります。

　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

13,364百万円であります。

　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66,251百万円であります。

　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53,012百万円であります。

　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53,637百万円であります。

　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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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（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、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

保証金権利金 3百万円

有価証券 49,473百万円

保証金権利金 1百万円

有価証券 107,295百万円

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 預金

コールマネー 

4,411百万円

20,000百万円

預金 14,834百万円

債券貸借取引受入

担保金
81,062百万円

　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670百万円であります。

　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579百

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。

※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514,325百万円であ

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509,783百万円であります。

※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504,669百万円であ

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498,136百万円であります。

※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498,005百万円であ

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493,890百万円あります。
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（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（半年毎に）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。

　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（半年毎に）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。

　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（半年毎に）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。

※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．動産不動産の減価償却累計額

27,193百万円

※11．有形固定資産の減価償却累計額

27,890百万円

※11．動産不動産の減価償却累計額

27,516百万円

※12．動産不動産の圧縮記帳額

1,760百万円

（当中間会計期間圧縮記帳額－百万円）

※12．有形固定資産の圧縮記帳額

1,760百万円

（当中間会計期間圧縮記帳額－百万円）

※12．動産不動産の圧縮記帳額

1,760百万円

（当事業年度圧縮記帳額－百万円）

※13．借用金には、他の債務よりも債務の履

行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金2,000百万円が含まれてお

ります。

※13．借用金には、他の債務よりも債務の履

行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金2,000百万円が含まれてお

ります。

※13．借入金には、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．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、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。

※14．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、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。

※14．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、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

11,436百万円　

　15．取締役及び監査役に対する金銭債権

額はありません。 

16．取締役及び監査役に対する金銭債務額

はありません。  

     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 

 11,593百万円

　15．取締役及び監査役に対する金銭債権

額はありません。  

16．取締役及び監査役に対する金銭債務額

はありません。   

     同法律第10条に定める再評価を行った

事業用土地の当事業年度末における時

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

15．取締役及び監査役に対する金銭債権

額はありません。   

16．取締役及び監査役に対する金銭債務額

はありません。    
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．減価償却実施額は下記のとおりであり

ます。

※１．減価償却実施額は下記のとおりであり

ます。

※１．減価償却実施額は下記のとおりであり

ます。

建物・動産 576百万円

その他 0百万円

建物・動産 508百万円

その他 0百万円

建物・動産 1,203百万円

その他 1百万円

※２．その他経常費用には、株式等償却65百

万円を含んでおります。貸出金償却0百万

円、貸倒引当金繰入額843百万円、株式等

償却65百万円を含んでおります。

※２．その他経常費用には、貸出金償却0百万

円、貸倒引当金繰入額603百万円、株式等

償却60百万円を含んでおります。

※２．その他経常費用には、貸出金償却0百万

円、株式等償却78百万円を含んでおりま

す。

　３．　　　　―――――― 　３．　　　　―――――― ※３．特別利益には、貸倒引当金取崩額588百

万円を含んでおります。

※４．次の資産について減損損失を計上して

おります。

※４．次の資産について減損損失を計上して

おります。　　

※４．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３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：16百万円

 計433百万円

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ヵ所

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３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：16百万円

 計433百万円

　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。

　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

433百万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。

　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。

　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

433百万円を減損損失として特別損失に計

上しております。

　なお、当事業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。

（中間株主資本等変動計算書関係）

Ⅰ．当中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

　

　1.自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増
加株式数（千株）

当中間会計期間減
少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

 摘　要

自己株式      

 　普通株式 446 35 3 477  注

 　種類株式 － － － －  

合計 446 35 3 477  

 ※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.「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

会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間期から同会計基準および適用指針を適用し、中間株主資本等

変動計算書を作成しております。
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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

○　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

Ⅰ　前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　該当事項なし。

Ⅱ　当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　該当事項なし。

Ⅲ　前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　該当事項なし。  
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