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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,727 ― △3,758 ― △3,440 ―

20年3月期第3四半期 7,796 △9.7 922 24.5 477 26.7

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3四半期 △77.97 ―

20年3月期第3四半期 10.83 ―

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3四半期 391,631 16,317 3.6 325.41
20年3月期 382,594 21,928 5.2 454.08

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,356百万円 20年3月期  20,037百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 10,200 △1.4 △3,600 ― △3,290 ― △74.56

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） 

１．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。 
２．当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規程する事業を行う会社）に該当するため、当第３四半期連結会計期間
に係る損益計算書については、「５．四半期財務諸表」の末尾に「参考」として開示しております。 
３．本資料に記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。  

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3四半期  44,206,000株 20年3月期  44,206,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  88,608株 20年3月期  77,959株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  82,144株 20年3月期第3四半期  106,260株
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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（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日）の経営成績については、経常収益は、世界的

な金融・資本市場の混乱から有価証券利息配当金が減少したことを主因として、前年同期比 68 百万円減少し

て 7,727 百万円となり、一方、経常費用は、有価証券の償却費用及び不良債権処理額の増加などから、前年

同期比 4,612 百万円増加して 11,485 百万円となりました。この結果、経常損益は前年同期比 4,680 百万円減

少して 3,758 百万円の経常損失となり、これに特別利益、特別損失、法人税等を加減した四半期純損益は前

年同期比 3,918 百万円減少して 3,440 百万円の四半期純損失となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の財政状態については、預金は、引き続き地域に密着した営業基盤の拡充に努め、個人預金、

法人預金とも順調に推移した結果、前連結会計年度末比15,070百万円増加して365,891百万円となりました。

貸出金は、事業性貸出及び地方公共団体向け貸出が増加した結果、前連結会計年度末比13,090百万円増加し

267,401百万円となりました。また、有価証券は、安定収益と流動性確保を目的に効率的なポートフォリオの

運営に努めましたが、金融・資本市場の混乱するなか慎重な運用を行った結果、時価評価後の残高は前連結

会計年度末比7,819百万円減少して89,414百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な金融・資本市場の混乱に伴う保有有価証券の減損処理の増加などを見込み、平成20年11月14日に

公表いたしました業績予想を修正しております。 

経常損益並びに当期純損益は前回予想よりともに10億円減少する見込みであります。修正内容につきまし

ては、本日発表の「平成21 年３月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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９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中間連結会計期間末か

ら大幅な変動がないと認められるため、当該中間連結会計期間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。 

⑤税金費用の処理 

  連結子会社の税金費用は、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しておりま

す。 
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(3) 四半期連結財務諸表の作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（四半期財務諸表に関する会計基準） 

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。 

 
（リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号平成 19 年３月 30 日)及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 16 号同前)が平成 20 年４月１日以後開始す

る連結会計年度から適用されることになったことに伴い、中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を

適用しております。 

  これにより、従来の方法に比べ、「リース債権及びリース投資資産」は5,309百万円、「有形固定資産」中

のリース資産は５百万円、「その他負債」中のリース債務は５百万円増加し、「有形固定資産」中のその他

の有形固定資産が4,799百万円、「無形固定資産」中のソフトウェアが547百万円減少しております。また、

経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ38百万円減少しております。 

 (借手側) 

  なお、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナン

ス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 9,458 10,739

コールローン及び買入手形 10,100 4,800

買入金銭債権 1,012 1,026

有価証券 89,414 97,234

貸出金 267,401 254,311

外国為替 600 321

リース債権及びリース投資資産 5,309 －

その他資産 3,069 2,920

有形固定資産 4,937 9,814

無形固定資産 221 794

繰延税金資産 2,378 2,001

支払承諾見返 2,617 2,541

貸倒引当金 △4,890 △3,911

資産の部合計 391,631 382,594

負債の部   

預金 365,891 350,820

借用金 3,292 3,854

外国為替 2 0

その他負債 2,027 1,840

賞与引当金 － 149

退職給付引当金 539 534

役員退職慰労引当金 140 160

睡眠預金払戻引当金 23 21

偶発損失引当金 44 8

再評価に係る繰延税金負債 734 734

支払承諾 2,617 2,541

負債の部合計 375,313 360,666

純資産の部   

資本金 5,462 5,462

資本剰余金 4,421 4,421

利益剰余金 6,223 9,884

自己株式 △34 △30

株主資本合計 16,073 19,737

その他有価証券評価差額金 △2,714 △697

土地再評価差額金 997 997

評価・換算差額等合計 △1,716 300

少数株主持分 1,961 1,890

純資産の部合計 16,317 21,928

負債及び純資産の部合計 391,631 382,594
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(2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

経常収益 7,727

資金運用収益 4,946

（うち貸出金利息） 3,973

（うち有価証券利息配当金） 917

役務取引等収益 563

その他業務収益 2,103

その他経常収益 114

経常費用 11,485

資金調達費用 851

（うち預金利息） 821

役務取引等費用 244

その他業務費用 4,246

営業経費 4,033

その他経常費用 2,110

経常損失（△） △3,758

特別利益 23

償却債権取立益 23

特別損失 21

固定資産処分損 21

税金等調整前四半期純損失（△） △3,756

法人税、住民税及び事業税 63

法人税等調整額 △460

法人税等合計 △397

少数株主利益 81

四半期純損失（△） △3,440
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　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。

【参考】

(1) 当第３四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日　

　至　平成20年12月31日）

経常収益 2,457

　資金運用収益 1,637

　（うち貸出金利息） 1,346

　（うち有価証券利息配当金） 273

　役務取引等収益 180

　その他業務収益 637

　その他経常収益 2

経常費用 3,910

　資金調達費用 276

　（うち預金利息） 268

　役務取引等費用 80

　その他業務費用 1,900

　営業経費 1,340

　その他経常費用 312

経常損失(△) △ 1,452

特別利益 6

　償却債権取立益 6

特別損失 11

　固定資産処分損 11

税金等調整前四半期純損失(△) △ 1,457

法人税、住民税及び事業税 27

法人税等調整額 15

法人税等合計 43

少数株主利益 4

四半期純損失(△) △ 1,505
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(2) 前年同四半期累計期間に係る四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前年同四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日　

　至　平成19年12月31日）

経常収益 7,796

　資金運用収益 5,219

　（うち貸出金利息） 3,977

　（うち有価証券利息配当金） 1,172

　役務取引等収益 627

　その他業務収益 1,900

　その他経常収益 48

経常費用 6,873

　資金調達費用 740

　（うち預金利息） 693

　役務取引等費用 257

　その他業務費用 1,519

　営業経費 4,176

　その他経常費用 181

経常利益 922

特別利益 92

特別損失 9

税金等調整前四半期純利益 1,005

法人税、住民税及び事業税 454

法人税等調整額 ―

少数株主利益 73

四半期純利益 477

(注) 税金費用については、「法人税等調整額」を「法人税、住民税及び事業税」に含めて記載しております。
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平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 説明資料 

 

 
1. 平成 21 年３月期第３四半期 損益の状況（単体） 

 

 
 

（単位：百万円） 

 
 

平成 21 年 3 月期

第３四半期（A）

(９ヵ月間) 
前年同期比

（A）－（B）

平成 20 年 3 月期 

第３四半期（B） 

（９ヵ月間） 

平成 21 年 3 月期

通期公表値 

（12 ヵ月間） 

経常収益 5,831 △210 6,042 7,800 

業務粗利益 2,036 △3,005 5,042  

資金利益 4,157 △394 4,552  

役務取引等利益 269 △54 323   

その他業務利益 △2,390 △2,556 166  
 

 うち国債等債券損益(5 勘定尻)① △2,410 △2,557 146  

経費（除く臨時処理分） 3,918 △277 4,195  

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）   ② △1,881 △2,728 846  

コア業務純益           ②－① 529 △170 699  

一般貸倒引当金繰入額 900 900 －  

業務純益 △2,781 △3,628 846 △2,500 

臨時損益 △1,125 △1,057 △67  

うち不良債権処理額 785 784 0   
 

うち株式関係損益 △274 △168 △106   

経常利益（△は経常損失） △3,907 △4,686 778   △3,800 

特別損益 19 △70 89   

 うち貸倒引当金戻入益 － △57 57  

税引前四半期純利益(△は税引前四半期純損失) △3,888 △4,756 868   

法人税、住民税及び事業税 7 △388 395   

法人税等調整額 △448 △448 －  

四半期純利益（△は四半期純損失） △3,447 △3,920 472 

 

△3,300 

(注) 1. コア業務純益は、「業務純益」－「国債等債券損益（5勘定尻）」＋「一般貸倒引当金繰入額」です。 

      2. 平成 20 年３月期第３四半期の税金費用については、「法人税等調整額」を「法人税、住民税及び事業税」

に含めて記載しております。 

 

○経常収益は、世界的な金融・資本市場の混乱から有価証券利息配当金が減少したことを主因として、5,831 百万円（前

年同期比 210 百万円の減収）となりました。 

○業務純益は、資金利益及びその他業務利益の減少により業務粗利益が減少したこと及び、一般貸倒引当金が増加したこ

と等から△2,781 百万円（前年同期比 3,628 百万円の減益）となりました。 

○経常損益は、不良債権処理額の増加及び有価証券評価損の計上により 3,907 百万円（前年同期比 4,686 百万円の減益）

の経常損失となりました。 

○上記の結果、四半期純損益は 3,447 百万円（前年同期比 3,920 百万円の減益）の四半期純損失となりました。 
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2. 「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」（単体） 
 

 
 
                                    （単位：百万円） （参考） (単位：百万円） 

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末  平成 20 年９月末 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 5,193 3,207   4,972

危険債権 4,938 5,519   5,156

要管理債権 2,858 2,246   2,967

合  計 12,991 10,973   13,096

   

総与信残高に占める割合 4.75％ 4.27％   4.88％
 

(注) 上記の平成 20 年 12 月末の計数は、「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。 

また、各開示区分の計数は平成 20 年 12 月末時点での当行の定める自己査定基準に基づく債務者区分を基に集

計しております。 

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

は直接償却相当額として当該金額を減額しております。 

 

※債務者区分との関係：破産更生債権及びこれらに準ずる債権（実質破綻先、破綻先の債権） 

               危険債権（破綻懸念先の債権） 

               要管理債権（要注意先のうち、利払いが 3 ヵ月以上延滞しているか、又は貸出条件

を緩和している債権） 

 

 

3. 自己資本比率（国内基準） 

 

 
 

（参考） 

 平成 21 年３月末（予想値） 平成 20 年９月末(実績) 

連 結 自 己 資 本 比 率      9.8 ％ 程度 9.76 ％ 

連 結 Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅰ 比 率      8.8 ％ 程度 8.76 ％ 

(注) 上記予想値は、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。 

○平成 21 年３月末の連結自己資本比率は 9.8％程度、連結ＴｉｅｒⅠ比率は 8.8％程度と予想しております。 

○金融再生法ベースの開示債権は平成 20 年９月末比 104 百万円減少し、12,991 百万円となりました。総与信残高に占め

る比率は 4.75％と、平成 20 年９月末 4.88％と比べ 0.13％低下しております。 
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4. 時価のある有価証券の評価差額（単体） 

 

 
 
○評価差額 

（単位：百万円）  （参考）              （単位：百万円） 

平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年９月末 
評価差額 評価差額 評価差額 

 
時価 

 うち益 うち損

時価 

 うち益 うち損

時価 

 うち益 うち損

その他有価証券 73,948 △3,172 1,428 4,600 86,998 257 2,322 2,065 74,027 △2,816 1,097 3,913

株 式 5,178 △77 562 639 6,521 1,054 1,616 561 5,417 △10 705 715

債 券 57,277 △1,989 711 2,701 68,083 △126 596 722 57,899 △1,484 351 1,836 

その他 11,492 △1,105 154 1,259 12,394 △671 109 780 10,709 △1,320 40 1,361

(注) 1. 各四半期末の「評価差額」及び「含み損益」は、それぞれ各四半期末時点の帳簿価額（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。 

   2. 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。なお、子会社・関連会社株式で時価のあるものは

該当ありません。 
（単位：百万円）  （参考）              （単位：百万円）

平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年９月末 

含み損益 含み損益 含み損益 

 

帳簿 

価額  うち益 うち損

帳簿 

価額 うち益 うち損  

帳簿 

価額 うち益 うち損

満期保有 

目的の債券 
13,277 △1,299 95 1,394 15,887 △537 112 650  13,306 △1,468 64 1,533

 

 

 

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）  (参考）       （単位：百万円） 

(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  該当ありません。 

  

（5）商品関連取引  該当ありません。 

 

（6）クレジットデリバティブ取引  該当ありません。 

平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年９月末 区

分 
種 類 

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 

通 貨 先 物 
 

― 

 

 

― 

 

― ― ― ―

 

― 

 

 

― 

 

―

店 

頭 

通貨スワップ 

為 替 予 約 

通貨オプション 

― 

― 
― 

― 

― 
― 

―

―

―

―

903
―

―

0
―

―

0
―

― 

12 
― 

― 

0 
― 

―

0
―

○時価のある有価証券の評価差額は平成 20 年９月末比 356 百万円減少し、3,172 百万円の評価損となりました。 
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6. 預金・貸出金等の残高（単体） 
 

 
 

（1）預金・貸出金の残高 
                          （単位：百万円） （参考）       （単位：百万円）  

                         

（2）預かり資産残高 
                          （単位：百万円） （参考）       （単位：百万円）  

                         

 

以 上 

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年９月末 

預  金 366,613 359,760 359,349

 う ち 個 人 預 金 288,611 282,882 285,858

貸  出  金 269,373 252,661 264,057

 うち個人ローン 56,545 55,684 55,872

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年９月末 

投  資  信  託 10,956 14,607 12,799

国      債 7,485 7,370 7,453

○預金は、引き続き地域に密着した営業基盤の拡充に努めた結果、平成 20 年９月末比 7,263 百万円増加し、366,613 百万

円となりました。なお、前年同期末比では 6,852 百万円増加（＋1.9％）となりました。 

○貸出金は、事業性貸出及び地公体向け貸出が増加したことから、平成 20 年９月末比 5,315 百万円増加し、269,373 百万

円となりました。なお、前年同期末比では 16,711 百万円増加（＋6.6％）しました。 

○預かり資産は、投資信託で 10,956 百万円（平成 20 年９月末比 1,843 百万円減少）、国債で 7,485 百万円（平成 20 年９

月末比 32 百万円増加）となりました。 
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