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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（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。   

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,027 ― △606 ― △437 ―
20年3月期第1四半期 6,005 △21.9 873 △56.3 499 △53.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △3.60 ―
20年3月期第1四半期 4.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 889,597 41,111 4.5 332.07
20年3月期 879,295 41,537 4.6 335.27

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  40,328百万円 20年3月期  40,720百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 13,000 3.2 1,600 △25.8 900 △30.6 7.41
通期 26,500 2.6 3,400 49.1 1,900 75.5 15.64

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載さ
れるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  122,866,000株 20年3月期  122,866,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,421,603株 20年3月期  1,412,015株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  121,449,133株 20年3月期第1四半期  122,504,729株



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１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の日本経済は、エネルギー・原材料価格高の影響から生活

関連商品の値上げが相次いだことを受けて個人消費が伸び悩みを見せたほか、企業収益の減少に伴い設備投資の増勢

は鈍化しています。また、米国経済の減速感から輸出もこれまでの増加基調に鈍化の兆しが見られるなど、景気回復

に足踏み感が見られる状況が続く中で、一部に弱さも見られました。 

 一方、山形県経済の動向は、住宅需要が極度に不振となった昨年の状況から持ち直し、例年並みの水準まで回復し

ておりますが、内需そのものは全体的に弱含んだままとなっているほか、生産面では横ばいの状況が続いているな

ど、景気回復に向けては弱い動きとなりました。 

 このような環境のもと、グループ一丸となった営業推進を行ってまいりましたが、大口倒産に伴う引当金計上や有

価証券の減損処理などに伴い、経常収益は60億27百万円、経常損失は６億６百万円、四半期純損失は４億37百万円と

なりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末（平成20年６月30日現在）における財政状態（連結）につきましては、総資産8,895億97百万円、

純資産411億11百万円となりました。 

 主要勘定残高ベースでは、預金等（含む譲渡性預金）は個人預金を中心に順調に増加し、前連結会計年度末比167

億40百万円増加の8,167億69百万円となりました。一方で貸出金は、住宅ローンなど個人向け貸出金は順調に増加し

たものの、法人向け貸出が減少したことにより、前連結会計年度末比21億70百万円減少の6,320億77百万円となりま

した。有価証券は、市場リスクに留意しつつ収益性を意識した運用を行った結果、前連結会計年度末比119億20百万

円増加の1,843億55百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

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） 

 該当事項はございません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。 

②貸倒引当金の計上方法 

 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てている債権等以

外の債権に対する貸倒引当金につきましては、平成20年３月期の予想損失率を適用して計上しております。 

③税金費用の計算 

 法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出に係る加減算項

目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な

変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの

結果を適用しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 21,669 23,007

コールローン及び買入手形 16,798 14,401

買入金銭債権 3,010 2,907

商品有価証券 186 211

金銭の信託 3,035 2,935

有価証券 184,355 172,435

貸出金 632,077 634,248

外国為替 835 760

その他資産 6,292 6,115

有形固定資産 12,611 12,511

無形固定資産 1,263 1,299

繰延税金資産 7,019 7,075

支払承諾見返 7,845 7,781

貸倒引当金 △7,400 △6,372

投資損失引当金 △2 △23

資産の部合計 889,597 879,295

負債の部   

預金 783,523 779,106

譲渡性預金 33,246 20,922

コールマネー及び売渡手形 － 6,401

借用金 40 41

外国為替 0 5

社債 9,500 9,500

その他負債 11,434 11,086

退職給付引当金 1,694 1,723

睡眠預金払戻損失引当金 67 67

債務保証損失引当金 262 259

その他の引当金 37 33

繰延税金負債 21 19

再評価に係る繰延税金負債 811 811

支払承諾 7,845 7,781

負債の部合計 848,486 837,758

純資産の部   

資本金 14,200 14,200

資本剰余金 12,056 12,056

利益剰余金 18,270 19,072

自己株式 △427 △425

株主資本合計 44,099 44,903

その他有価証券評価差額金 △4,862 △5,264

繰延ヘッジ損益 △4 △15

土地再評価差額金 1,096 1,096

評価・換算差額等合計 △3,770 △4,183

少数株主持分 782 817

純資産の部合計 41,111 41,537

負債及び純資産の部合計 889,597 879,295



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

経常収益 6,027

資金運用収益 4,368

（うち貸出金利息） 3,800

（うち有価証券利息配当金） 544

役務取引等収益 1,115

その他業務収益 282

その他経常収益 261

経常費用 6,633

資金調達費用 759

（うち預金利息） 669

役務取引等費用 539

その他業務費用 292

営業経費 3,718

その他経常費用 1,323

経常損失（△） △606

特別利益 0

特別損失 11

税金等調整前四半期純損失（△） △617

法人税、住民税及び事業税 73

法人税等調整額 △222

少数株主損失（△） △31

四半期純損失（△） △437



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

    （５）重要な後発事象 

 当行は、株式会社北都銀行との経営統合を視野に入れた資本提携に関して、平成20年８月８日開催の取締役会

において株式会社北都銀行との「資本提携及び経営統合に関する協定書」（以下、「本協定書」という）締結を

決議し、同日に本協定書を締結いたしました。 

 当行は、本協定書の規定に従って、株式会社北都銀行が発行する次の優先株式並びに新株予約権を引受ける予

定です。 

①優先株式  

  引受ける株式の種類         Ａ種優先株式 

  引受ける株式の数          107,768,000株 

  引受価額              １株当たり74円 

  引受総額                            7,974,832,000円 

  引受価額のうち資本へ組み入れる額  １株当たり37円 

  払込期日                          平成20年９月26日（予定） 

  資金の使途                        運転資金 

②新株予約権  

  引受ける新株予約権の種類                      甲種新株予約権 

  引受ける新株予約権の数                        26,942,000個 

  新株予約権の目的となる種類及び数              Ａ種優先株式 26,942,000円 

  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額   １株につき74円 

  新株予約権の行使期間                          平成20年９月26日から平成30年９月26日（予定） 

  新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことの要否 新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しない 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

経常収益 6,005 

資金運用収益 4,141 

（うち貸出金利息） (3,560) 

（うち有価証券利息配当金） (540) 

役務取引等収益 1,418 

その他業務収益 104 

その他経常収益 341 

経常費用 5,132 

資金調達費用 632 

（うち預金利息） (536) 

役務取引等費用 486 

その他業務費用 75 

営業経費 3,646 

その他経常費用 292 

経常利益 873 

特別利益 0 

特別損失 1 

税金等調整前四半期純利益 872 

法人税、住民税及び事業税 255 

法人税等調整額 167 

少数株主損失 50 

四半期純利益 499 

    



 

 

平成 21 年３月期第１四半期決算 説明資料 

 

 

 当行の平成 21 年３月期第１四半期（平成 20 年４月１日から平成 20 年６月 30 日まで）決算の概要についてお知らせします。 

 

１．平成 21 年３月期第１四半期の業績（単体） 

 平成 21 年 3 月期第 1 四半期の業績は、大口倒産に伴う引当金の増加や有価証券の減損処理などに伴い、4 億 32 百万円の四

半期純損失の計上となりました。 

      （単位：百万円）

 平成 21 年 3 月期

第 1 四半期 

（3 ヵ月累計） 

（A) 

平成 20 年 3 月期

第 1 四半期 

（3 ヵ月累計） 

（B) 

 

前年同四半期 

対比 

（A)－(B) 

 平成 21 年 3 月期

第 2 四半期 

累計期間予想 

経常収益 5,769 5,764 5  12,500 

業務粗利益 

（除く国債等債券損益）＝コア業務粗利益 

3,884 

（4,050）

4,210 

（4,268）

△325 

（△218） 

 

 資金利益 3,544 3,444 100   

 役務取引等利益 382 769 △387   

 その他業務利益 △42 △4 △37   

 （うち国債等債券損益） △165 △58 △107   

経費（除く臨時処理分） 3,475 3,430 45   

 人件費 1,781 1,726 55   

 物件費 1,524 1,541 △17   

 税金 169 162 6   

業務純益 

（一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前） 
409 779 △370 

 
 

のれん償却額 ― ― ―   

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 409 779 △370   

 除く国債等債券損益＝コア業務純益 574 838 △263   

①一般貸倒引当金繰入額 87 18 69   

業務純益 322 761 △439   

臨時損益 △889 130 △1,020   

 ②不良債権処理額 857 78 779   

  貸出金償却 8 3 4   

  個別貸倒引当金繰入額 849 74 774   

  バルクセール売却損 ― ― ―   

  その他の不良債権処理額 ― ― ―   

 （貸倒償却引当費用①＋②） （944） （96） （848）  

 株式等関係損益 60 218 △158   

 その他臨時損益 △92 △9 △82   

経常損益 △566 892 △1,459  1,550 

特別損益 △11 △1 △10   

税引前四半期純損益 △578 891 △1,470   

法人税、住民税及び事業税 73 254 △181   

法人税等調整額 △219 114 △334   

四半期純損益 △432 521 △954  900 

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 



 

 

２．金融再生法開示債権の状況（単体） 

 平成 20 年６月末の金融再生法開示債権比率（単体）は、平成 20 年３月末比 0.36％上昇の 4.02％となりました。平成 19 年

６月末比では 0.43％上昇しております。 

 当行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の金融再生法開示債権比率は 3.50％となります。 

   （単位：百万円）

 平成 20 年６月末 平成 19 年６月末  平成 20 年３月末 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,899 6,554  7,485 

危険債権 8,447 7,642  7,969 

要管理債権 8,760 8,269  8,386 

合計        （A） 26,107 22,466  23,841 

正常債権       622,468 602,924  626,250 

総与信       （B) 648,576 625,390  650,091 

総与信に占める割合 （A)÷(B) 4.02％ 3.59％  3.66％

（注）１．上記の各四半期末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第４条に規定する各債権

のカテゴリーにより分類しております。 

２．また、同計数は各四半期末を基準日として、当行の定める自己査定基準に基づき自己査定を行い算出しております。 

なお、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額のうち、無価値と認められる部分について直接償却（部分直

接償却）は実施しておりません。 

 

３．時価のある有価証券の評価差額（単体） 

       （単位：百万円）

 

平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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 171,154 △8,172 1,334 9,507 156,148 1,643 5,018 3,375 159,242 △8,845 1,794 10,640

 株式 10,042 △1,286 533 1,820 13,713 1,890 2,437 547 9,182 △2,502 342 2,845

 債券 110,175 △1,312 428 1,741 91,877 △1,866 87 1,953 99,930 277 1,078 800

 その他 50,936 △5,572 372 5,945 50,556 1,619 2,494 874 50,129 △6,620 373 6,994

（注）１．有価証券のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャルペーパー及び信託

受益権も含めております。 

２．「評価差額」及び「含み損益」は、取得原価（償却原価適用後、減損処理後。）と時価との差額を計上しております。 

３．株式については、決算日前 1 ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を、また、それ以外については、決

算日における市場価格等に基づく価額を時価としております。 

４．なお、満期保有目的の債券、時価のある子会社・関連会社株式は、該当ありません。 

 

４．デリバティブ取引（単体） 

（1）金利関連取引 

    （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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 金利スワップ 100 △0 △0 7,600 37 37 4,125 △109 △109

 合計  △0 △0 37 37  △109 △109

（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。 



 

 

（2）通貨関連取引 

    （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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 為替予約 1,835 △1 △1 1,603 △12 △12 1,226 5 5

 合計  △1 △1 △12 △12  5 5

（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 

    （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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

取引所 
株価指数先物 555 11 11 359 0 0 ― ― ―

株価指数オプション 525 △1 △1 710 1 1 ― ― ―

 合計  10 10 2 1  ― ―

（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。 

 

 

（4）債券関連取引 

    （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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

取引所 債券先物 ― ― ― 1,315 4 4 ― ― ―

 合計  ― ― 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。 

 

 

（5）商品関連取引・クレジットデリバティブ取引 

   （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末 平成 20 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 
クレジット・デフ

ォルト・スワップ 
261 ― ― 418 ― ― 298 ― ―

 合計  ― ― ― ―  ― ―

（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．預金等、貸出金及び有価証券の残高等（単体） 

 預金等は、個人預金を中心に順調に増加し、平成 20 年３月末比 167 億 56 百万円増加の 8,169 億 3 百万円となりました。平

成 19 年６月末比では 201 億 86 百万円増加しております。一方貸出金は、引き続き住宅ローンを中心とした個人向け貸出金が

順調に増加しているものの、季節要因により法人向け貸出金が減少した結果、平成 20 年３月末比 22 億 10 百万円減少の

6,305 億 96 百万円となりました。平成 19 年６月末比では 220 億 39 百万円増加しております。 

    （単位：百万円）

 平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末  平成 20 年 3 月末 

預金等（含む譲渡性預金） 816,903 796,717  800,147 

貸出金 630,596 608,557  632,807 

有価証券 183,560 170,686  171,641 
      

 平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末  平成 20 年 3 月末 

消費者ローン残高 

（貸出金に占める消費者ローンの割合） 

268,961 

（42.65％）

249,546 

（41.00％）
 

265,410 

（41.94％）

 住宅ローン残高 246,393 225,780  242,354 

 その他ローン残高 22,568 23,766  23,055 

  

 

６．投資信託及び公共債の預かり残高、生命保険の販売累計額（単体） 

 投資信託預かり残高は、株式市況の低迷に伴う運用商品の基準価額の下落等により、平成 20 年３月末比 37 億 26 百万円増

加の 1,542 億 26 百万円となったものの、平成 19 年６月末比では 212 億 94 百万円減少しております。 

    （単位：百万円）

 平成 20 年 6 月末 平成 19 年 6 月末  平成 20 年 3 月末 

投資信託 154,226 175,520  150,499 

公共債（国債等） 12,787 10,634  13,037 

生命保険 85,960 70,508  82,765 

 うち個人年金保険 81,819 69,438  79,909 

 うち一時払い終身保険 4,140 1,069  2,856 

（注）生命保険は、販売累計額を記載しております。 
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