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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 66,199 16.2 12,090 △0.5 7,283 3.1

19年３月期第３四半期 56,949 △4.4 12,160 △8.6 7,063 △5.6

19年３月期 75,837 － 14,614 － 7,853 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 35 36 － －

19年３月期第３四半期 33 71 － －

19年３月期 37 47 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率（注） １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 3,099,458 188,095 5.9 905 62

19年３月期第３四半期 3,123,084 206,036 6.5 969 59

19年３月期 3,106,951 206,758 6.6 973 16

 (注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計－期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。

２．配当の状況につきましては、当行は第３四半期末を基準とした配当を実施していないため、記載を省略しております。

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 84,000 10.7 13,000 △11.0 7,700 △1.9 37 44

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　有

 除外　１社（社名　株式会社名銀コンピューター・サービス）

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

 ［（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想等の将来に関する記述につきましては、現在の当行の経営方針・財政状況を踏まえ、将来的な予測に基づき

作成されたもので、今後の様々な要因により予想と乖離する可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期の連結経営成績につきましては、経常収益は前年同四半期比16.2％増加し661億99百万円、経常費用は

前年同四半期比20.8％増加し541億８百万円となりました。その結果、経常利益は前年同四半期比69百万円減少し120億

90百万円となりました。また、四半期純利益は前年同四半期比２億19百万円増加し72億83百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期の連結財政状態につきましては、総資産は前年同四半期比0.7％減少し３兆994億58百万円、純資産は前

年同四半期比8.7％減少し1,880億95百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年３月期の連結業績予想につきましては、平成19年11月20日公表の数値から変更はありません。

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

当行は、平成19年10月１日付けにて、当行100％出資子会社である株式会社名銀コンピューター・サービスと合併

いたしました。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

当行は、中間（連結）財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、以下のとおり投資家等の利害関係者の判断を大き

く誤らせない範囲で一定の簡便な手続を採用しております。

①貸倒引当金は、貸倒実績率等については当中間連結会計期間末の実績により計算しておりますが、一部のその他資

産等を除いて、基準日現在における自己査定に基づき計上しております。

②法人税等は、法定実効税率に基づき計算しており、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」の合計

相当額を「税金費用」として四半期連結損益計算書に表示しております。また税効果については、その他有価証券

評価差額金の残高を除いて当中間連結会計期間末より見直しをしておりません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 ①有形固定資産の減価償却の方法の変更

 平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づ

く償却方法により減価償却費を計上しております。この変更により、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、従

来の方法によった場合に比べ17百万円減少しております。 

 平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した連結会計年度の翌連結会計年

度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。この変更により、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

従来の方法によった場合に比べ37百万円減少しております。

 ②偶発損失引当金の計上基準

 平成19年10月１日に信用保証協会との責任共有制度が開始されたことに伴い信用保証協会への負担金の支払いに備

えるため、当第３四半期から将来の負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。

 なお、この変更により、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、372百万円減少しております。

(4）公認会計士又は監査法人による監査の有無 

監査を受けておりません。
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５．(要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増　減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末)

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）増減率（％） 金額（百万円）

（資産の部）
現金預け金 55,933 51,784 △4,148 △7.4 134,191
コールローン及び買入手形 97,790 91,053 △6,737 △6.8 12,988
買入金銭債権 5,206 7,948 2,741 52.6 8,697
商品有価証券 187 43 △143 △76.8 42
金銭の信託 1,826 1,874 48 2.6 1,801
有価証券 880,261 836,412 △43,849 △4.9 875,600
貸出金 1,981,051 2,013,651 32,600 1.6 1,975,643
外国為替 4,505 3,932 △573 △12.7 3,611
その他資産 29,975 32,201 2,225 7.4 28,044
有形固定資産 62,730 62,821 91 0.1 62,609
無形固定資産 81 83 1 1.9 86
繰延税金資産 1,643 1,343 △299 △18.2 1,267
支払承諾見返 23,007 21,078 △1,928 △8.3 22,647
貸倒引当金 △21,116 △24,771 △3,654 17.3 △20,281

資産の部合計 3,123,084 3,099,458 △23,626 △0.7 3,106,951

（負債の部）
預金 2,687,802 2,729,074 41,271 1.5 2,652,885
譲渡性預金 100,980 76,110 △24,870 △24.6 80,370
コールマネー及び売渡手形 11,799 3,652 △8,147 △69.0 45,796
借用金 26,607 26,724 116 0.4 26,406
外国為替 43 32 △11 △25.7 82
その他負債 24,660 27,267 2,606 10.5 28,319
賞与引当金 285 293 8 2.8 1,151
役員賞与引当金 54 57 3 5.6 80
退職給付引当金 6,997 6,598 △398 △5.6 6,864
役員退職慰労引当金 － 620 620 － 581
睡眠預金払戻損失引当金 － 462 462 － 429
偶発損失引当金 － 372 372 － －
繰延税金負債 29,416 13,789 △15,626 △53.1 29,237
再評価に係る繰延税金負債 4,675 4,662 △13 △0.2 4,662
負ののれん 717 565 △151 △21.1 679
支払承諾 23,007 21,078 △1,928 △8.3 22,647

負債の部合計 2,917,048 2,911,363 △5,685 △0.1 2,900,192

（純資産の部）
 資本金 25,090 25,090 － － 25,090
 資本剰余金 18,654 18,646 △8 △0.0 18,646
 利益剰余金 97,010 103,753 6,743 6.9 97,818
 自己株式 △368 △4,171 △3,803 － △327
 株主資本合計 140,387 143,319 2,932 2.0 141,229

 その他有価証券評価差額金 59,319 38,702 △20,616 △34.7 59,283
 繰延ヘッジ損益 △111 △24 87 △78.3 △104
 土地再評価差額金 3,534 3,515 △19 △0.5 3,515
 評価・換算差額等合計 62,742 42,193 △20,548 △32.7 62,694
少数株主持分 2,906 2,582 △324 △11.1 2,835

 純資産の部合計 206,036 188,095 △17,940 △8.7 206,758

負債及び純資産の部合計 3,123,084 3,099,458 △23,626 △0.7 3,106,951

（注）記載金額は百万円未満、増減率は小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。　
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目
前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増　減
（参考）前期

(平成19年３月期)

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 増減率（％） 金額（百万円）

経常収益 56,949 66,199 9,249 16.2 75,837

資金運用収益 35,514 39,861 4,347 12.2 47,164

（うち貸出金利息） (25,680) (28,082) (2,402) (9.3) (34,510)

（うち有価証券利息配当金） (8,596) (10,207) (1,610) (18.7) (10,959)

役務取引等収益 6,585 6,171 △414 △6.2 8,790

その他業務収益 14,281 11,901 △2,380 △16.6 17,890

その他経常収益 568 8,264 7,695 － 1,991

経常費用 44,788 54,108 9,319 20.8 61,223

資金調達費用 5,035 7,456 2,421 48.0 6,161

（うち預金利息） (3,382) (5,869) (2,486) (73.5) (3,928)

役務取引等費用 1,592 1,807 215 13.5 2,316

その他業務費用 13,482 11,834 △1,648 △12.2 18,084

営業経費 23,785 24,450 664 2.7 32,618

その他経常費用 893 8,559 7,666 858.2 2,043

経常利益 12,160 12,090 △69 △0.5 14,614

特別利益 3 3 △0 △21.9 191

特別損失 51 40 △10 △20.4 1,029

税金等調整前四半期（当期）純
利益

12,113 12,053 △60 △0.4 13,776

法人税、住民税及び事業税 － － － － 4,025

法人税等調整額 － － － － 1,504

 税金費用 4,556 5,013 457 10.0 －

少数株主利益又は少数株主損失
(△)

493 △243 △737 － 393

四半期（当期）純利益 7,063 7,283 219 3.1 7,853

（注）記載金額は百万円未満、増減率は小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。　
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期（平成19年３月期　第３四半期）  

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

第３四半期中の変動額

新株の発行     －

剰余金の配当（注）2   △1,256  △1,256

役員賞与（注）3   △60  △60

四半期純利益   7,063  7,063

自己株式の取得    △43 △43

自己株式の処分  7  19 27

土地再評価差額金の取崩   0  0

 連結子会社の持分変動に伴う

自己株式の増減
   △59 △59

株主資本以外の項目の第３四

半期中の変動額（純額）
     

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 7 5,746 △82 5,670

平成18年12月31日　残高

（百万円）
25,090 18,654 97,010 △368 140,387

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

第３四半期中の変動額

新株の発行    －   －

剰余金の配当　(注）2    －   △1,256

役員賞与（注）3    －   △60

四半期純利益    －   7,063

自己株式の取得    －   △43

自己株式の処分    －   27

土地再評価差額金の取崩    －   0

 連結子会社の持分変動に伴う自

己株式の増減
   －   △59

株主資本以外の項目の第３四

半期中の変動額（純額）
1,905 △111 △0 1,793 － △2,190 △396

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
1,905 △111 △0 1,793 － △2,190 5,274

平成18年12月31日　残高

（百万円）
59,319 △111 3,534 62,742 － 2,906 206,036

 （注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．平成18年６月の定時株主総会による利益配当額628百万円及び、平成18年11月の取締役会決議による中間配

当額628百万円であります。

 ３．平成18年６月の定時株主総会における利益処分によるものであります。
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当四半期（平成20年３月期　第３四半期）  

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19年３月31日　残高

（百万円）
25,090 18,646 97,818 △327 141,229

第３四半期中の変動額

新株の発行     －

剰余金の配当　(注）2   △1,348  △1,348

四半期純利益   7,283  7,283

自己株式の取得    △3,848 △3,848

自己株式の処分  △0  4 3

土地再評価差額金の取崩     －

株主資本以外の項目の第３四

半期中の変動額（純額）
     

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ △0 5,934 △3,844 2,090

平成19年12月31日　残高

（百万円）
25,090 18,646 103,753 △4,171 143,319

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19年３月31日　残高

（百万円）
59,283 △104 3,515 62,694 － 2,835 206,758

第３四半期中の変動額

新株の発行    －   －

剰余金の配当　(注）2    －   △1,348

四半期純利益    －   7,283

自己株式の取得    －   △3,848

自己株式の処分    －   3

土地再評価差額金の取崩    －   －

株主資本以外の項目の第３四

半期中の変動額（純額）
△20,580 80 － △20,500 － △253 △20,753

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△20,580 80 － △20,500 － △253 △18,663

平成19年12月31日　残高

（百万円）
38,702 △24 3,515 42,193 － 2,582 188,095

 　（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．平成19年６月の定時株主総会による利益配当額733百万円及び、平成19年11月の取締役会決議による中間配

当額615百万円であります。
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（参考）前連結会計年度（平成19年３月期）  

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行     －

剰余金の配当　(注）2   △1,256  △1,256

役員賞与（注）3   △60  △60

当期純利益   7,853  7,853

自己株式の取得    △114 △114

自己株式の処分  △0  72 72

土地再評価差額金の取崩   19  19

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ △0 6,554 △41 6,512

平成19年３月31日　残高

（百万円）
25,090 18,646 97,818 △327 141,229

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行    －   －

剰余金の配当　(注）2    －   △1,256

役員賞与（注）3    －   △60

当期純利益    －   7,853

自己株式の取得    －   △114

自己株式の処分    －   72

土地再評価差額金の取崩    －   19

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
1,869 △104 △19 1,745 － △2,261 △515

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
1,869 △104 △19 1,745 － △2,261 5,996

平成19年３月31日　残高

（百万円）
59,283 △104 3,515 62,694 － 2,835 206,758

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．平成18年６月の定時株主総会による利益配当額628百万円及び、平成18年11月の取締役会決議による中間

配当額628百万円であります。

３．平成18年６月の定時株主総会における利益処分によるものであります。
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(4）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年３月期　第３四半期）

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）

Ⅰ　経常収益

(1）外部顧客に対する経常収益 44,910 10,426 1,612 56,949 － 56,949

(2）セグメント間の内部経常収益 160 390 742 1,294 (1,294) －

計 45,071 10,817 2,355 58,243 (1,294) 56,949

経常費用 34,330 9,812 1,933 46,076 (1,287) 44,788

経常利益 10,740 1,005 421 12,167 (6) 12,160

 （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。

当四半期（平成20年３月期　第３四半期）

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）

Ⅰ　経常収益

(1）外部顧客に対する経常収益 54,061 10,612 1,525 66,199 － 66,199

(2）セグメント間の内部経常収益 170 307 583 1,060 (1,060) －

計 54,231 10,919 2,108 67,259 (1,060) 66,199

経常費用 41,890 10,574 2,695 55,159 (1,051) 54,108

経常利益 12,341 344 △586 12,100 (9) 12,090

 （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。

（参考）前連結会計年度（平成19年３月期）

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）

Ⅰ　経常収益

(1）外部顧客に対する経常収益 59,849 13,853 2,134 75,837 － 75,837

(2）セグメント間の内部経常収益 211 492 955 1,658 (1,658) －

計 60,061 14,345 3,089 77,495 (1,658) 75,837

経常費用 46,391 13,948 2,535 62,875 (1,652) 61,223

経常利益 13,669 396 553 14,620 (5) 14,614

　（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。

②　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。

③　国際業務経常収益

前年同四半期（平成19年３月期　第３四半期）　

 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。

 当四半期（平成20年３月期　第３四半期）

 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。

 （参考）前連結会計年度（平成19年３月期）

  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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６．（参考資料）

（注）以下に記載する数値は、未監査です。

 

(1）損益の状況（単体）

○当第３四半期の経常収益は、541億円と概ね順調に推移しております。

○経常利益は122億円、四半期純利益は75億円と概ね順調に推移しております。

○貸倒償却引当費用は60億円の繰入となりました。

 【単体】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 （単位：百万円）  　 （単位：百万円）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

増減

 平成19年11月20日

公表平成20年3月期通
期予想

（平成20年３月期）

業務粗利益 34,400 33,767 632

うち資金利益
 

32,419 30,443 1,976

うち役務取引等利益
 

4,076 4,689 △613

うちその他業務利益
 

△2,095 △1,364 △730

経費 23,131 22,716 414

業務純益 9,669 11,898 △2,229

経常収益 54,118 45,031 9,086 68,900

経常利益 12,229 10,702 1,526 13,300

特別損益 56 △47 104

四半期（当期）純利益
 

7,515 6,665 850 8,200

貸倒償却引当費用（△取崩） 6,022 198 5,824

(2）金融再生法ベースのカテゴリーによる開示(単体）

○金融再生法ベース開示不良債権額は、平成18年12月末比328億円増加して841億円となり、対象債権合計比は、4.08％

となりました。

【単体】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）　   （単位：百万円）

平成19年12月末 平成18年12月末  増減
（参考）

平成19年３月末

破産更生債権及びこれらに

準ずる債権
12,438 11,429 1,009 13,668

危険債権 50,903 27,656 23,246 23,046

要管理債権 20,854 12,271 8,582 11,291

合計 84,196 51,357 32,838 48,005

対象債権合計 2,062,046 2,007,031 55,015 2,025,503

対象債権合計比（％） 4.08 2.56 1.52 2.37

㈱名古屋銀行(8522) 平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 9 －



(3）自己資本比率（国内基準）

 ○平成20年３月末の連結自己資本比率は、9.9％程度、また連結TierⅠ比率は、9.0％程度を予想しております。

 【単体】

平成20年３月末  
（予想値）  

（参考）平成19年３月末
（実績）

単体自己資本比率 9.9％程度 9.65％

単体TierⅠ比率 9.0％程度 8.95％

【連結】

平成20年３月末 
（予想値） 

（参考）平成19年３月末
（実績）

連結自己資本比率 9.9％程度 9.69％

連結TierⅠ比率 9.0％程度 8.98％

　（注）銀行法第14条の２の規程に基づき、単体及び連結自己資本比率については、小数点第２位未満を切り捨てて表示

しております。また、平成20年３月末予想値は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い変動することがあります。

(4）時価のある有価証券の評価差額（単体）

○その他有価証券の評価差額は、平成18年12月末比346億円減少して、629億円の評価益となりました。

 【単体】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（単位：百万円） 　　　　　      （単位：百万円）

平成19年12月末 平成18年12月末
（参考）

平成19年３月末

時価
評価差額

時価
評価差額 時価  評価差額

うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損

その他有価証券 766,594 62,983 69,699 6,715 806,320 97,666 107,054 9,388 801,138 97,030 104,401 7,371

株式 125,742 64,454 65,713 1,258 167,565 104,262 104,454 192 162,800 101,293 101,447 154

債券 522,701 481 3,788 3,307 512,932 △6,110 1,593 7,704 517,357 △4,067 1,868 5,936

その他 118,150 △1,951 197 2,149 125,822 △485 1,007 1,492 120,980 △195 1,085 1,280

　（注）１．「有価証券」について記載しております。譲渡性預け金、買入金銭債権中のコマーシャルペーパーは該当あ

りません。

２．その他有価証券には、買入金銭債権中の「信託受益権」が含まれております。

３．満期保有目的の債券に係る含み損益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）　  　　     　　（単位：百万円）

平成19年12月末 平成18年12月末 
（参考）

平成19年３月末

帳簿価額
含み損益

帳簿価額
含み損益

帳簿価額
 含み損益

うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損

満期保有目的の

債券
47,087 △1,254 259 1,513 48,142 △1,570 192 1,762 51,716 △1,353 226 1,580

　（注）１．満期保有目的の債券には、買入金銭債権中の「信託受益権」が含まれております。

 ２．子会社・関連会社株式では、時価のあるものはありません。
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(5）デリバティブ取引（単体）

①　金利関連取引

　該当ありません。

②　通貨関連取引

  （単位：百万円）　　          （単位：百万円）

区分 種類
平成19年12月末 平成18年12月末

（参考）

 平成19年３月末

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

店頭
通貨スワップ 31,254 △893 △893 38,045 △2,119 △2,119 36,593 △1,964 △1,964

為替予約 4,573 18 18 2,751 0 0 3,285 4 4

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

③　株式関連取引

　該当ありません。

④　債券関連取引

   （単位：百万円）　　 　        （単位：百万円）

区分 種類
平成19年12月末 平成18年12月末

（参考）
平成19年３月末

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

店頭
債券店頭オプ

ション
－ － － 2,000 0 0 － － －

 （注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

⑤　商品関連取引

　該当ありません。

⑥　その他

　該当ありません。

(6）預金等・貸出金の残高（単体）

○預金等残高(預金＋譲渡性預金)は、平成18年12月末比163億円増加し、２兆8,102億円となりました。

　そのうち個人預金は平成18年12月末比462億円増加し、１兆7,929億円となりました。

○貸出金は、平成18年12月末比317億円増加し、２兆136億円となりました。

 【単体】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）       （単位：百万円）

平成19年12月末 平成18年12月末 増減
（参考）

平成19年３月末

預金等（末残） 2,810,224 2,793,842 16,381 2,738,683

個人預金（末残）
 

1,792,910 1,746,684 46,226 1,736,979

貸出金（末残） 2,013,668 1,981,917 31,751 1,976,120

　（注）　預金等＝預金＋譲渡性預金
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