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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） 

（注）1. 21年3月期第1四半期における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの四半期純損失が計上されている 
    ので、記載しておりません。 
   2. 当行は、株券電子化に併せて端株整理のため平成21年1月4日をもって端数等無償割当てを実施し、新たな払い込みなしに1株につき99株の割合 
   で割当てをいたしました。なお、端数等無償割当てが前期首に行われたと仮定した場合の「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり
   四半期純利益」の金額につきましては、3ページ「（1株当たり情報について）」をご覧ください。 
 

(2) 連結財政状態 

（注）1. 「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. 「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）」に基づく「連結自己資本比率（国内基準）」については11ページ「3. 自己資本比率（国内基準）」をご覧ください。 

(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 11,231 △8.3 805 ― 1,385 ―

21年3月期第1四半期 12,258 ― △1,357 ― △668 ―

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 91.59 74.26
21年3月期第1四半期 △4,234.02 ―

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 2,118,822 91,649 4.3 5,104.95
21年3月期 2,088,858 87,668 4.1 4,768.72

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  91,605百万円 21年3月期  87,625百万円

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. 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況につい 
    ては、3ページ「（種類株式の配当の状況）」をご覧ください。 
   2. 当行は、株券電子化に併せて端株整理のため平成21年1月4日をもって端数等無償割当てを実施し、新たな払い込みなしに1株につき99株の割合
    で割当てをいたしました。このため、21年3月期の1株当たり配当金の年間配当額を記載しておりません。なお、端数等無償割当てが前期首に行われ
    たと仮定した場合の金額につきましては、3ページ「（普通株式の配当について）」をご覧ください。 

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 ― 3,500.00 ― 25.00 ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

30.00 ― 30.00 60.00

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 22,700 △7.1 1,200 ― 1,600 ― 106.62

通期 44,400 △5.2 1,400 ― 2,100 ― 109.95



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、5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 

1. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業 
 況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
2. 「会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）第88条の規定に基づき、1株につき99株の割合による端数等無償割当
 てを行い、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行日の 
 前日である平成21年1月4日を効力発生日として、端株を解消するとともに、併せて100株を1単元とする単元株制度を採用いたしました。 
  このため、「1株当たり四半期純利益」は、21年3月期第1四半期と比べ変動しております。 
  端数等無償割当てが前期首に行われたと仮定した場合の「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、3ペ 
 ージ「（1株当たり情報について）」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 15,822,991株 21年3月期 15,822,991株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 816,986株 21年3月期 687,835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 15,122,396株 21年3月期第1四半期 157,790株



 （種類株式の配当の状況） 

  普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る「１株当たり配当金」の内訳は以下のとおりです。 

 (普通株式の配当について） 

  端数等無償割当てが前期首に行われたと仮定した場合の「１株当たりの配当金」は以下のとおりです。  

 （１株当たり情報について） 

 端数等無償割当てが前期首に行われたと仮定した場合の「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益」は以下のとおりです。 

（注） 21年３月期第１四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの

四半期純損失が計上されているので、記載しておりません。 

  

  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  

 第Ⅱ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年３月期  －  －  － 300  00  300  00

22年３月期  － ―― ―― ―― 
 300  00

22年３月期(予想) ――  －  － 300  00

  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  － 35 00 － 25  00  60  00

  
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（注） 

  円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期  △42  34 － －



企業業績や所得環境が厳しい状況において、貸出金を中心とした業務収益の増加を図ることは難しい局面にありま

す。しかし、前連結会計年度の決算に多大な影響を及ぼした与信コストは、第１四半期連結会計期間において前年同

期比31億円減少いたしました。今後につきましても、収益環境は厳しい状況が続くと予想されますが、前連結会計年

度に適切かつ充分な引当処理を実施したこともあり、与信コストの発生は限定的とみられることから連結業績は予想

通りに推移する見込みであります。このため、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 

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

平成21年度第１四半期のわが国経済は、経済対策効果や対外経済環境の改善、在庫調整の一巡等により生産や輸

出の減少幅が縮小し、景気の底打ち感が強まりました。しかしながら、企業収益の改善には時間を要し、雇用情勢も

依然厳しい状況が続いており、景気の先行きは不透明な情勢となっております。 

こうした経済環境の中で、当行グループの第１四半期連結会計期間の業績は、以下の通りとなりました。 

経常収益は、貸出金の利回り低下を主な要因として、前年同期比10億円減少の 億円となりました。一方、一般

貸倒引当金繰入額や不良債権処理額等の与信コストが前年同期比大幅に減少したことにより、経常利益は同21億円増

加の８億円となりました。また、償却債権取立益や貸倒引当金戻入益等により特別利益を 億円計上した結果、四半

期純利益は同20億円増加の 億円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報

貸出金につきましては、小口分散・業種分散等による与信ポートフォリオの改善を進めるなか、中小企業の資金

需要が低調であったことから、第１四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末比（平成21年３月末比）243

億円減少の１兆3,238億円となりました。預金につきましては、個人・法人預金とも堅調に推移し同85億円増加の１

兆9,712億円（譲渡性預金を含む）となりました。 

 純資産につきましては、当期中において利益計上となったこと等から、同39億円増加の 億円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。 

  

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

［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きましては、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 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］ 

① 税金費用の処理 

  当行及び連結子会社の税金費用は、当第１四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。 

  

（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



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 65,121 64,000

コールローン及び買入手形 130,293 129,000

商品有価証券 429 338

金銭の信託 3,000 149

有価証券 535,562 502,553

貸出金 1,323,863 1,348,224

外国為替 1,957 2,850

その他資産 29,419 14,071

有形固定資産 28,456 28,236

無形固定資産 1,554 1,622

繰延税金資産 16,647 16,677

支払承諾見返 6,403 6,641

貸倒引当金 △23,885 △25,509

資産の部合計 2,118,822 2,088,858

負債の部   

預金 1,970,294 1,961,769

譲渡性預金 1,000 1,000

借用金 2,000 2,000

外国為替 3 15

新株予約権付社債 5,000 5,000

その他負債 34,428 16,007

賞与引当金 246 1,047

退職給付引当金 3,819 3,723

役員退職慰労引当金 231 239

睡眠預金払戻損失引当金 339 339

再評価に係る繰延税金負債 3,406 3,406

支払承諾 6,403 6,641

負債の部合計 2,027,173 2,001,189

純資産の部   

資本金 43,734 43,734

資本剰余金 33,224 33,224

利益剰余金 17,225 16,669

自己株式 △2,440 △2,053

株主資本合計 91,745 91,576

その他有価証券評価差額金 △71 △3,881

繰延ヘッジ損益 △27 △28

土地再評価差額金 △41 △41

評価・換算差額等合計 △140 △3,950

少数株主持分 44 42

純資産の部合計 91,649 87,668

負債及び純資産の部合計 2,118,822 2,088,858



（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 12,258 11,231

資金運用収益 9,976 8,919

（うち貸出金利息） 8,352 7,342

（うち有価証券利息配当金） 1,144 1,379

役務取引等収益 1,474 1,396

その他業務収益 340 569

その他経常収益 466 346

経常費用 13,615 10,425

資金調達費用 1,554 1,125

（うち預金利息） 1,511 1,083

役務取引等費用 472 484

その他業務費用 50 13

営業経費 7,610 7,422

その他経常費用 3,928 1,380

経常利益又は経常損失（△） △1,357 805

特別利益 349 1,181

貸倒引当金戻入益 － 370

償却債権取立益 349 810

特別損失 17 3

固定資産処分損 17 3

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（△）

△1,024 1,983

法人税、住民税及び事業税 △363 567

法人税等調整額 4 29

法人税等合計  596

少数株主利益 3 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △668 1,385



 該当事項はありません。 

  

（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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） 

 連結会社は銀行業以外に一部でその他の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合

が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

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） 

 連結会社は銀行業以外に一部でその他の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合

が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

ｃ．国際業務経常収益

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） 

 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。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



平成22年３月期 第１四半期決算説明資料 

１．損益の状況（単体） 

  

  

 （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．コア業務純益は、一般貸倒引当金繰入前、国債等債券関係損益控除後の業務純益です。 

  

  （単位：百万円）

  

平成22年３月期

第１四半期 

（３ヶ月累計）

平成21年３月期

第１四半期 

（３ヶ月累計）

対前年同期比   

平成22年３月期

第２四半期予想

（６ヶ月累計）

業務粗利益   9,189  9,392  △203     

（除く国債等債券損益）  8,739  9,285  △546     

  

資金利益  8,018  8,394  △376     

役務取引等利益  676  754  △78     

その他業務利益  495  243  252     

経費（除く臨時処理分）  7,170  7,484  △314     

  人件費  3,743  4,006  △263     

  物件費  2,712  2,801  △89     

  税金  715  676  39     

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）  2,018  1,908  110     

  コア業務純益  1,568  1,801  △233     

① 一般貸倒引当金繰入額  －  2,608  △2,608     

業務純益  2,018  △699  2,717     

  うち国債等債券損益  450  106  344     

臨時損益  △1,174  △902  △272     

  

② うち不良債権処理額  1,036  1,226  △190     

（貸倒償却引当費用①＋②）  1,036  3,834  △2,798     

うち株式等関係損益  △262  △32  △230     

経常利益（△は経常損失）  844  △1,602  2,446    1,000

特別損益  1,135  322  813     

  

うち固定資産処分損益  △4  △18  14     

うち償却債権取立益  799  341  458     

③ うち貸倒引当金戻入益  340  －  340     

税引前四半期純利益 

（△は税引前四半期純損失） 
 1,979  △1,280  3,259     

法人税等合計  488  △467  955     

四半期純利益（△は四半期純損失）  1,491  △813  2,304    1,600

（参考）           

与信関係費用（①＋②－③）  696  3,834  △3,138     



２．金融再生法ベースのカテゴリーによる開示（連結） 

  
 （注） 上記の平成21年６月期末の計数は、「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。なお、集計方法は以下のとおりであります。 

・ 平成21年６月末の上記開示債権額は、同年６月末時点における債務者区分（※）をベースとして集計してお

ります。 

 なお、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」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」は、破綻先及び実質破綻先として区分された債務者が有する債権

額であります。 

・ 「危険債権」は、破綻懸念先として区分された債務者が有する債権額であります。 

・ 「要管理債権」は、要管理先として区分された債務者が有する、元本または利払いが３ヵ月以上延滞してい

る債権、もしくは貸出条件を緩和している債権の合計であります。 

  

    （単位：億円）  （参考） （単位：億円）

種   類  平成21年６月末  平成20年６月末    平成21年３月末（実績）

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
 215  115    240

危険債権  576  495    581

要管理債権  89  142    97

合   計  881  753    920



３．自己資本比率（国内基準） 

  

  

 （注）１． 自己資本比率は、「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条）に定められた算式に

基づき算出しております。 

 なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出については標準的手法を、オペレー

ショナル・リスクの算出については基礎的手法を、それぞれ採用しております。 

２． 上記予想値は、経営環境に関する前提条件の変化に伴い変動することがあります。 

  

（連結） （単位：百万円、％）

  
平成21年６月末 平成21年 

３月末 

平成20年 

６月末 

  平成21年９月末

（予想値） （速報値） 平成21年３月比平成20年６月比   

(1)自己資本比率 (5)÷(6)  10.48  0.31  △0.92  10.17  11.40    10.4 程度 

  TierⅠ比率 (2)÷(6)  9.22  0.31  △0.99  8.91  10.21    9.2 程度 

(2)基本的項目[TierⅠ]  91,785  1,000  △19,717  90,785  111,502   （注２）  

(3)補完的項目[TierⅡ]  12,731  △144  △626  12,875  13,357       

  

(イ)土地の再評価額と再評価の直

前の帳簿価額の差額の45％相

当額 
 1,514  －  △17  1,514  1,531       

(ロ)一般貸倒引当金  12,539  △199  4,421  12,738  8,118       

(ハ)負債性資本調達手段等  5,000  －  －  5,000  5,000       

(ニ)補完的項目不算入額(△)  6,323  △54  5,030  6,377  1,293       

(4)控除項目  209  71  △117  138  326       

(5)自己資本 (2)＋(3)－(4)  104,307  785  △20,226  103,522  124,533       

(6)リスク・アセット等   994,674  △23,102  △97,409  1,017,776  1,092,083       

(7)総所要自己資本額 (6)×４％  39,786  △925  △3,897  40,711  43,683       

（単体）   

  
平成21年６月末 平成21年 

３月末 

平成20年 

６月末 

  
  

（速報値） 平成21年３月比平成20年６月比   

(1)自己資本比率 (5)÷(6)  10.40  0.33  △0.94  10.07  11.34       

  TierⅠ比率 (2)÷(6)  9.13  0.31  △1.02  8.82  10.15       

(2)基本的項目[TierⅠ]  90,692  1,104  △20,025  89,588  110,717     

(3)補完的項目[TierⅡ]  12,716  △144  △630  12,860  13,346       

  

(イ)土地の再評価額と再評価の直

前の帳簿価額の差額の45％相

当額 
 1,514  －  △17  1,514  1,531       

(ロ)一般貸倒引当金  12,016  △135  4,879  12,151  7,137       

(ハ)負債性資本調達手段等  5,000  －  －  5,000  5,000       

(ニ)補完的項目不算入額(△)  5,815  11  5,493  5,804  322       

(4)控除項目  209  71  △117  138  326       

(5)自己資本 (2)＋(3)－(4)  103,199  889  △20,538  102,310  123,737       

(6)リスク・アセット等   992,269  △23,145  △98,106  1,015,414  1,090,375       

(7)総所要自己資本額 (6)×４％  39,690  △926  △3,925  40,616  43,615       



４．時価のある有価証券の評価差額（連結） 

《その他有価証券》 

（注）１．「評価差額」及び「含み損益」は、各四半期末時点及び期末時点の帳簿価格（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。 

     （追加情報）          

      従来、その他有価証券で時価のあるものの減損処理につきましては、時価が取得原価の30％以上下落した銘

柄について時価が「著しく下落した」と判断し、このうち下落率が50％以上の銘柄については、回復の可能性

がないものとして、原則減損処理を実施しております。 

      また、下落率が30％以上50％未満の銘柄については、回復の見込みがあると判断された銘柄を除き、減損処

理を行っておりましたが、昨今の金融環境の大幅な変化に対応し、より合理的な判断が行えるよう、当第１四

半期連結会計期間より、発行会社の信用状況や過去１年間の時価平均等を勘案して「著しく下落した」と判断

し、回復の見込みがあると判断された銘柄を除き、減損処理をすることとしております。 

      これにより、従来の方法に比べ減損処理額は74百万円減少しております。  

  

２．満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式に係る含み損益は以下の通りであります。 

  

《満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式》 

  

（単位：億円）  （参考） （単位：億円）

    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   3,995  △1  33  35  3,358  △12  54  66    3,757  △39  10  50

  株式   61  11  13  1  151  45  49  3    51  2  5  2

  債券  3,708  △6  13  20  2,930  △47  1  48    3,480  △27  3  30

  その他   226  △6  6  12  277  △10  4  14    224  △15  1  16

（単位：億円）  （参考） （単位：億円）

    平成21年６月末 平成20年６月末   平成21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   1,283  11  19  8  1,096  △6  5  11    1,187  3  15  12

子会社・関連会社株式  －  －  －  －  －  －  －  －    －  －  －  －



６．預金・貸出金の状況（連結） 

（注）譲渡性預金を除いております。 

  

以  上 

  

５．デリバティブ取引（連結） 

（１）金利関連取引 

 ヘッジ会計が適用されているため記載事項に該当ありません。 

  

（２）通貨関連取引 

（注）１． 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

 なお、「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）等に基づきヘッジ会計を適用している為替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。 

２． 時価の算定 

 割引現在価値等により算定しております。 

   

（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 

 複合金融取引の組込デリバティブ（クレジット・ディフォルト・スワップ）については、保証に準じた取引であ

り、記載対象から除いております。 

  

            （単位：億円）  （参考） （単位：億円）

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

金融商品 
取引所  

通貨先物  － － － － － －  － － －

通貨オプション  －  －  －  －  －  －  －  －  －

店頭 

通貨スワップ  －  －  －  －  －  －  －  －  －

為替予約  128  0  0  119  0  0  135  1  1

通貨オプション  －  －  －  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －  －  －  －

合   計 ――  0  0 ――  0  0 ――  1  1

    （単位：億円）  （参考） （単位：億円）

  平成21年６月末 平成20年６月末   平成21年３月末 

預 金（末残）  19,702  19,739    19,617

貸出金（末残）  13,238  13,584    13,482
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