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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（第1四半期末（期末）純資産の部合計－第1四半期末（期末）少数株主持分）を第1四半期末（期末）資産の部合計で除して算出
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 ％

22年3月期第1四半期 4,216 △3.2 △275 ― △118 ―
21年3月期第1四半期 4,357 ― 138 ― 116 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.25 ―
21年3月期第1四半期 1.22 ―

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

22年3月期第1四半期 671,936 23,171 3.2 226.08
21年3月期 658,171 21,861 3.0 211.44

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  21,433百万円 21年3月期  20,047百万円

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

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

8,500 △3.6 600 △26.9 250 △41.3 2.63

通期 17,300 △5.0 1,200 209.3 500 73.6 5.27
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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、3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） 

(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 
 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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ【定性的情報・財務諸
表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 95,099,631株 21年3月期 95,099,631株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 293,613株 21年3月期 288,143株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 94,809,627株 21年3月期第1四半期 94,861,343株
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 当第１四半期連結累計期間の損益状況につきましては、経常収益は資金運用収益や役務取引等収益が減少となった

ことから、前年同期比１億41百万円減少し42億16百万円となりました。また、経常費用につきましては資金調達費用

は減少したものの昨年実施した設備投資にかかる減価償却費用の増加や与信関連費用が増加したことなどから、同２

億74百万円増加し44億92百万円となりました。以上の結果、経常利益は同４億13百万円減少し２億75百万円の経常損

失となりました。また、四半期純利益は、同２億34百万円減少し１億18百万円の四半期純損失となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の連結財政状態は、預金等（譲渡性預金を含む）は、個人預金が前連結会計年度末比

95億47百万円の増加となるなど好調に推移したことから、全体としても同148億29百万円増加し、当第１四半期連結 

会計期間末残高は6,285億83百万円となりました。 

 貸出金は、住宅ローンは同２億４百万円の増加となりましたが、全体としては同83億72百万円減少し、当第１四半

期連結会計期間末残高は4,486億31百万円となりました。 

 有価証券は、その他有価証券評価損が減少したことや、有価証券利息等の増収を図るため国債を中心に運用を行っ

た結果、投資有価証券保有高は同76億29百万円増加し1,301億59百万円となりました。なお、その他有価証券にかか

る評価差額金は、株式市場が当第１四半期連結会計期間に入り上昇に転じたことから、全体での評価損が同29億11百

万円改善され47億92百万円となりました。純資産の部に計上されるその他有価証券評価差額金は同17億43百万円減算

額が改善され28億53百万円のマイナス計上となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間は、与信関連費用の大幅な増加により経常損失及び四半期純損失の計上となりました

が、利息収入や手数料収入の増強及び有価証券関係収益の確保、並びに貸出先への経営改善指導の強化による与信費

用の圧縮等に努めており、平成21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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  

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いては、平成21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 

  法人税等については、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いては、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。  

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 25,593 27,252

コールローン及び買入手形 42,000 24,100

商品有価証券 3 8

有価証券 130,159 122,530

貸出金 448,631 457,003

外国為替 362 353

その他資産 8,056 7,392

有形固定資産 9,768 9,775

無形固定資産 728 757

繰延税金資産 6,890 7,983

支払承諾見返 5,629 6,016

貸倒引当金 △5,885 △5,002

資産の部合計 671,936 658,171

負債の部   

預金 620,882 607,068

譲渡性預金 7,700 6,685

借用金 5,255 5,305

外国為替 － 0

社債 1,200 1,200

その他負債 4,305 6,235

退職給付引当金 2,399 2,402

役員退職慰労引当金 － 14

睡眠預金払戻損失引当金 13 13

偶発損失引当金 76 55

ポイント引当金 18 18

利息返還損失引当金 1 10

繰延税金負債 － 1

再評価に係る繰延税金負債 1,281 1,281

支払承諾 5,629 6,016

負債の部合計 648,765 636,310

純資産の部   

資本金 8,233 8,233

資本剰余金 6,159 6,159

利益剰余金 8,286 8,642

自己株式 △60 △59

株主資本合計 22,619 22,975

その他有価証券評価差額金 △2,853 △4,596

繰延ヘッジ損益 － △0

土地再評価差額金 1,668 1,668

評価・換算差額等合計 △1,185 △2,928

少数株主持分 1,737 1,813

純資産の部合計 23,171 21,861

負債及び純資産の部合計 671,936 658,171
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（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

経常収益 4,357 4,216

資金運用収益 3,271 3,109

（うち貸出金利息） 2,809 2,689

（うち有価証券利息配当金） 388 372

役務取引等収益 547 529

その他業務収益 466 511

その他経常収益 71 66

経常費用 4,218 4,492

資金調達費用 528 397

（うち預金利息） 482 344

役務取引等費用 235 234

その他業務費用 460 371

営業経費 2,483 2,532

その他経常費用 509 956

貸倒引当金繰入額 481  

その他の経常費用 27  

経常利益又は経常損失（△） 138 △275

特別利益 22 32

償却債権取立益  32

特別損失 13 0

固定資産処分損  0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

147 △243

法人税、住民税及び事業税 163 25

法人税等調整額 △58 △77

法人税等合計  △52

少数株主損失（△） △74 △73

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116 △118
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 147 △243

減価償却費 444 257

貸倒引当金の増減（△） 455 883

資金運用収益 △3,271 △3,109

資金調達費用 528 397

貸出金の純増（△）減 9,147 8,372

預金の純増減（△） △2,325 13,813

譲渡性預金の純増減（△） 6,685 1,015

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△63 △50

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 466 419

コールローン等の純増（△）減 △2,100 △17,900

資金運用による収入 3,203 3,042

資金調達による支出 △823 △909

その他 △120 △2,133

小計 12,374 3,854

法人税等の支払額 △356 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,018 3,853

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 △13,564 △17,601

有価証券の売却による収入 529 10,752

有価証券の償還による収入 610 2,242

有形固定資産の取得による支出 △608 △210

その他 10 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,022 △4,850

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △237 △237

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △242 △240

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,239 △1,240

現金及び現金同等物の期首残高 16,604 16,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,365 14,786
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 該当事項はありません。 

  

 前第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） 

（注）１．一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．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

（１）銀行業務・・・・銀行業、銀行事務代行業 

（２）リース業務・・・リース業 

（３）その他業務・・・クレジットカード業、信用保証業、ソフトウェアの開発及び販売業 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．一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．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

（１）銀行業務・・・・銀行業、銀行事務代行業 

（２）リース業務・・・リース業 

（３）保証業務・・・・信用保証業  

（４）その他業務・・・クレジットカード業、ソフトウェアの開発及び販売業 

    ３．事業区分の変更 

  前第１四半期連結累計期間では、信用保証業は「その他業務」に含めておりましたが、前連結会計年度の

有価証券報告書において経常損失の絶対値が経常利益の生じているセグメントの経常利益の合計額の絶対値

の10％以上となったことから、「保証業務」として他のセグメントと区分して記載しております。 

  なお、保証業務の前第１四半期連結累計期間の経常収益は46百万円（うち外部顧客に対する経常収益は 

42百万円、セグメント間の内部経常収益は４百万円）経常利益は△19百万円であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
銀行業務 

（百万円） 
リース業務 
（百万円） 

その他業務 
 （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 
 3,715  445  195  4,357  －  4,357

(2）セグメント間の内部経常

収益 
 75  31  41  147  (147)  －

計  3,790  476  237  4,504  (147)  4,357

経常利益（△は経常損失）  199  △24  △35  138  (0)  138

  
銀行業務 
（百万円） 

リース業務
（百万円）

保証業務 
（百万円）

その他業務
（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 
 3,647  376  41  151  4,216  －  4,216

(2）セグメント間の内部経常

収益 
 70  24  3  41  140  (140)  －

計  3,718  401  45  192  4,357  (140)  4,216

経常利益（△は経常損失）  △323  △25  △30  △8  △388  112  △275
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 前第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） 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 当行は在外支店及び在外子会社を有していないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 前第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） 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔国際業務経常収益〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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金融再生法ベースの開示債権は平成20年６月末比28億49百万円減少し、172億63百万円となりました。

総与信額に占める開示債権比率は同0.72ポイント低下し3.76％となりました。 

自己資本比率は国内基準を採用しております。単体で平成21年３月末比0.04ポイント上昇し9.62％、連結

で同0.03％ポイント上昇し10.27％となりました。 

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21年６月末  平成20年６月末 

（Ｂ） 

 平成21年３月末 

     （Ａ） 比較（Ａ）－（Ｂ）  

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
10,046 3,230 6,816 

 
9,167 

危険債権 5,496 △2,983 8,479  4,943 

要管理債権 1,721 △3,096 4,817  826 

  小   計（Ａ） 17,263 △2,849 20,112  14,937 

正常債権 441,140 12,990 428,150  451,814 

合   計（Ｂ） 458,404 10,142 448,262  466,752 

                                       （単位：％）        （単位：％） 

開示債権比率（Ａ）／（Ｂ） 3.76        △0.72 4.48  3.20 

（注）１．上記の平成21年６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、当行の定める自己査定基準に基づいた平成21年６月末時点の債務者区分による残高で

あります。 

     ２．当行は部分直接償却を実施しております。 

 

※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、元本又は利息の支払いが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） 

 

 

 

 

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

 平成21年６月末（速報値） 
 

平成21年３月末（実績） 

（１）自己資本比率     9.62％     9.58％ 

 （２）基本的項目比率     7.00％      7.00％ 

（３）自己資本の額 30,488  30,598 

 （４）基本的項目の額 22,184  22,368 

（５）総所要自己資本額 12,664  12,769 

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

 平成21年６月末（速報値） 
 

平成21年３月末（実績） 

（１）自己資本比率    10.27％    10.24％ 

 （２）基本的項目比率     7.60％      7.59％ 

（３）自己資本の額 32,895  33,104 

 （４）基本的項目の額 24,356  24,552 

（５）総所要自己資本額 12,803  12,925 

   （注）１．「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、銀行がその保有する資産等に照らし自己資

本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しており

ます。 

２．リスク・アセット等算出において、信用リスクについては「標準的手法」、オペレーショナル・リスクについては「基 

礎的手法」をそれぞれ採用しております。 

     ３．総所要自己資本額は、リスク・アセット等に４％を乗じた額であります。 
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時価のあるその他有価証券の評価差額は47億92百万円の評価損となりましたが、平成21年３月末比では株

式市場の上昇等により29億11百万円減少しております。 

４．時価のある有価証券の評価差額（連結） 

 

 

 

 

○評価差額 

 （単位：百万円） （参考）        （単位：百万円） 

 平成21年６月末 平成20年６月末 平成21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 123,933 △4,792 678 5,471 129,274 △5,182 417 5,599 115,642 △7,703 196 7,899

 株式 5,911 △1,711 121 1,833 7,746 △1,787 303 2,091 5,968 △2,728 98 2,826

 債券 92,999 230 550 320 96,830 △2,052 94 2,147 85,361 △956 98 1,054

 その他 25,022 △3,310 6 3,317 24,696 △1,341 18 1,360 24,313 △4,019 － 4,019

（注）１．各第１四半期末の「評価差額」及び「含み損益」は、それぞれ各第１四半期末の帳簿価額（償却原価法適用後、減損

処理後。）と時価との差額を計上しております。 

   ２．変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると

判断し、合理的に算定された価額をもって時価としております。これにより、市場価格をもって時価とした場合に比べ、

当第１四半期連結会計期間末の「有価証券」は1,301百万円増加、「繰延税金資産」は525百万円減少、「その他有価証

券評価差額金」は775百万円増加しております。 

３．なお、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。また、時価のある子会社・関連会社株式はあ 

りません。 

 （単位：百万円） （参考）        （単位：百万円） 

 平成21年６月末 平成20年６月末 平成21年３月末 

 帳 簿 含み損益 帳  簿 含み損益 帳 簿 含み損益 

 価 額  うち益 うち損 価  額  うち益 うち損 価 額  うち益 うち損

満期保有 

目的の債券 
4,516 △33 61 94 7,437 △189 0 189 5,207 △137 14 152

 

５．デリバティブ取引（連結） 

（１）金利関連取引 

金利スワップの特例処理を適用しているもの以外の取引はありません。 

（２）通貨関連取引 

 （単位：百万円） （参考） （単位：百万円） 

区 

分 
種類 

平成21年６月末 平成20年６月末  平成21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 － － － － － －  － － － 

為替予約 ２ ０ ０ 29 ０ ０  ７ ０ ０ 

通貨オプション － － － － － －  － － － 

合   計  ０ ０  ０ ０  ０ ０ 

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計を適用し

ている通貨スワップ取引等については、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）その他 

該当ありません。 
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 貸出金残高は平成20年６月末比125億45百万円増加し4,511億90百万円となりました。うち中小企業等

向け貸出は、緊急保証制度等を積極的に活用し資金供給を継続したことで66億７百万円増加しております。

預金等残高は平成20年６月末比199億46百万円増加し6,311億44百万円となりました。 

なかでも、個人預金は定期預金を中心に同165億20百万円増加しております。 

預り資産残高のうち、投資信託は株式市場の下落により時価が下落したことから平成20年６月末比49億

39百万円減少し161億20百万円となりました。保険商品は同36億56百万円増加しております。 

６．預金等（単体） 

 

 

○預金等の残高（末残） 

 （単位：百万円） （参考）（単位：百万円） 

  
平成21年６月末 

 
平成20年６月末 平成21年３月末 

平成20年６月末比

預金等 631,144 19,946 611,198 616,091 

 うち個人預金 444,421 16,520 427,901 434,874 

うち法人預金 168,649 484 168,165 167,430 

うち公金預金 18,073 2,943 15,130 13,786 

（注）預金等＝預金＋譲渡性預金 

７．貸出金（単体） 

 

 

（１）貸出金の残高（末残） 

 （単位：百万円） （参考）（単位：百万円） 

  
平成21年６月末 

 
平成20年６月末 平成21年３月末 

平成20年６月末比 

貸出金 451,190 12,545 438,645 459,288 

 うち中小企業等向け貸出 354,025 6,607 347,418 360,636 

  うち消費者ローン 98,685 △481 99,166 98,649 

   うち住宅ローン 90,774 86 90,688 90,570 

 うち地方公共団体向け貸出 34,142 367 33,775 35,037 

 

（２）中小企業等貸出金比率 

 （単位：％） （参考） （単位：％） 

  
平成21年６月末 

 
平成20年６月末 平成21年３月末 

平成20年６月末比

中小企業等貸出金比率 78.46 △0.74 79.20 78.52 

８．預り資産残高（単体） 

 

 

 

 （単位：百万円） （参考）（単位：百万円） 

  
平成21年６月末

 
平成20年６月末 平成21年３月末 

平成20年６月末比

投資信託 16,120 △4,939 21,059 14,962 

公共債 12,457 69 12,388 12,377 

保険商品 24,063 3,656 20,407 23,440 

（注）保険商品は販売額の累計です。 

以  上 
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