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1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(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－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
（注2）「連結自己資本比率（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。なお、21年9月中間期につきましては、速報値であります。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月中間期 49,875 △10.3 △8,693 ― 1,034 △53.4
20年9月中間期 55,620 2.1 2,554 △72.3 2,222 △62.9

1株当たり中間純利益
潜在株式調整後1株当たり中間純

利益
円 銭 円 銭

21年9月中間期 1.63 1.63
20年9月中間期 4.64 4.64

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 連結自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年9月中間期 3,393,045 120,535 2.7 145.48 10.07
21年3月期 3,441,245 117,217 2.5 140.52 10.24

（参考） 自己資本   21年9月中間期  92,191百万円 21年3月期  89,046百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想） ― 3.00 3.00

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  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

通期 100,000 △8.0 △1,500 ― 2,500 ― 3.94
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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) 中間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(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項の変更に記載されるもの) 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年9月中間期 634,386,000株 21年3月期  634,386,000株
② 期末自己株式数 21年9月中間期  691,624株 21年3月期  722,620株
③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期 633,676,577株 20年9月中間期 478,636,061株

（個別業績の概要） 

1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注1）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
（注2）「単体自己資本比率（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。なお、21年9月中間期につきましては、速報値であります。  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月中間期 44,477 △8.1 △8,047 ― 1,805 △4.8
20年9月中間期 48,409 0.7 1,962 △79.1 1,897 △71.6

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 2.84
20年9月中間期 3.96

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
単体自己資本比率

（国内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年9月中間期 3,382,941 94,089 2.7 148.35 10.23
21年3月期 3,424,892 90,164 2.6 142.18 10.39

（参考） 自己資本 21年9月中間期  94,014百万円 21年3月期  90,098百万円

2.  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．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項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第2四半期会計期間につ
いては、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 
2．本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するもので
す。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化し得ることにご留意ください。 
3．平成21年3月13日に「合併に関する基本合意書」の締結について公表いたしました株式会社びわこ銀行との合併に係る影響につきましては、上記見通
しに織り込んでおりません。 

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 90,000 △6.5 △2,500 ― 3,000 ― 4.73
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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 

当中間期の経営成績につきましては、「単体ベース」では、国債等債券損益が前年同期間比 17 億 15 百万

円増加したこと等により、その他業務利益が前年同期間比 16 億 87 百万円増加したものの、貸出金利息が減

少したこと等により資金利益が前年同期間比 25億 53 百万円減少、役務取引等収益の減少及び消費者ローン

増加に伴う支払保証料、保険料の増加等役務取引等費用が増加したことにより、役務取引等利益が前年同期

間比 13億 98 百万円減少となりました。その結果、業務粗利益は前年同期間比 22億 64 百万円減少の 287 億

95 百万円となりました。 

また、実質業純（一般貸倒引当金繰入前）は前年同期間比 14 億 26 百万円減少の 127 億 54 百万円、実質

業純から国債等債券損益を除いたコア業純は前年同期間比 31 億 41 百万円減少の 107 億 54 百万円となりま

した。 

 一方、一般貸倒引当金繰入額を含む与信関係費用は、来年 3月 1 日に予定している株式会社びわこ銀行と

の合併を前に、金融経済環境の先行きや実体経済が不透明な中、地価の下落率が拡大しており、貸出資産の

一層の健全化を図るため、担保評価や債務者区分をより保守的に見直した結果、前年同期間比 84億 12 百万

円増加の 201 億 33 百万円となりました。 

 これらの結果、経常利益は前年同期間比 100 億 10 百万円減少の 80 億 47 百万円の損失、中間純利益は、

特別損益において本店売却等に伴い 94 億 96 百万円を計上したこと等により、前年同期間比 91 百万円減少

の 18 億 5百万円となりました。 

【単体ベース】    
（単位：百万円）

           

     

21 年中間期 
20 年中間期比

20 年中間期 
 

（参考） 

平成 21 年 3 月期

業務粗利益  28,795 △2,264 31,060   59,553 

(除く国債等債券損益) (  26,795) ( △3,980) (  30,776)  (  60,354)

  資金利益 26,881 △2,553 29,435   58,009 

  役務取引等利益 △657 △1,398 741   1,363 

  その他業務利益 2,570 1,687 883   180 

  (うち国債等債券損益) (   1,999) (  1,715) (     284)  (   △801)

経費(除く臨時処理分) △16,041 838 △16,879   △33,976 

実質業純(一般貸倒引当金繰入前) 12,754 △1,426 14,180   25,576 

  コア業純(除く国債等債券損益) 10,754 △3,141 13,896   26,377 

一般貸倒引当金繰入額① △2,813 △506 △2,307   △15,411 

業務純益 9,940 △1,932 11,872   10,165 

不良債権処理額② △17,319 △7,906 △9,413   △46,418 

経常利益（△は経常損失） △8,047 △10,010 1,962   △38,225 

特別損益 9,496 9,753 △257  △199 

   (うち固定資産処分損益) 9,545 9,640 △95  
 

△24 

中間（当期）純利益 

（△は当期純損失） 
1,805 △91 1,897   △24,815 

         

与信関係費用(① + ②) △20,133 △8,412 △11,720   △61,829 

（注）損失又は減益には△を付しております。 

- 3 -

（株）関西アーバン銀行（8545）　平成22年3月期 第2四半期決算短信



「連結ベース」では、主に「単体ベース」を反映して連結粗利益が前年同期間比 11億 93 百万円減少の

329 億 55 百万円となりました。また、与信関係費用が前年同期間比 105 億 61 百万円増加の 237 億 18 百万

円となりましたこと等により、経常利益は前年同期間比 112 億 48 百万円減少の 86 億 93 百万円の損失、

中間純利益は、特別損益において本店売却等に伴い 99 億 29 百万円を計上したこと等により、前年同期間

比 11 億 87 百万円減少の 10 億 34 百万円となりました。 

 

【連結ベース】    
（単位：百万円）

         

    
21 年中間期 

20 年中間期比 
20 年中間期 

 

（参考） 

平成 21 年 3 月期 

連結粗利益  32,955  △1,193 34,149   65,942 

営業経費  △17,551 817 △18,369   △36,975 

与信関係費用  △23,718 △10,561 △13,156   △65,570 

経常利益（△は経常損失） △8,693 △11,248 2,554   △37,898 

特別損益 9,929 10,158 △229   △168 

中間（当期）純利益 

（△は当期純損失） 
1,034 △1,187 2,222   △24,963 

（注）損失又は減益には△を付しております。 

 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）総資産額、純資産額 

当中間期末における「連結ベース」の総資産額は、前年度末比 482 億円減少し 3兆 3,930 億円、純資

産額は前年度末比 33 億円増加し 1,205 億円となりました。 

主要な勘定としましては、譲渡性預金を含む預金が前年度末比 133 億円減少の 3 兆 759 億円となりま

した。また、貸出金は住宅ローンを中心とした個人ローン等が増加した結果、前年度末比 142 億円増加

し、2 兆 7,816 億円となりました。 

（２）自己資本比率（速報値） 

「連結ベース」の自己資本比率は、前年度末比 0.17％低下の 10.07％となりました。また、「単体ベ

ース」の自己資本比率は、前年度末比 0.16％低下の 10.23％となりました。 

（３）金融再生法開示債権 

「単体ベース」の金融再生法開示債権残高は、前年度末比 141 億円増加の 1,616 億円となり、開示債

権比率は前年度末比 0.48％増加の 5.78％となりました。 

 

（４）有価証券の評価損益 

  その他有価証券の評価損益は、連結・単体とも、評価損が前年度末比 67 億円改善し、△49 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 

 平成 21年 9月 24 日に平成 22 年 3 月期通期の業績予想の修正を公表しております。同日に平成 22年 3 月期

第 2 四半期累計期間(中間期)についても業績予想の修正を公表しましたが、当中間期の業績は、同日公表の

業績予想に比べ、経常利益・中間純利益とも改善しております。 

しかしながら、平成 22 年 3 月期通期の業績予想については、今後も引き続き厳しい経済環境が続くこ

とが見込まれること等から、同日公表の業績予想の変更はしておりません。 

なお、平成 21 年 3 月 13 日に「合併に関する基本合意書」の締結について公表いたしました株式会社び

わこ銀行との合併に係る影響につきましては、業績予想に織り込んでおりません。 

 

 

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）中間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 

    該当事項はありません。 
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５．【中間連結財務諸表】 
(1)【中間連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
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 143,189 208,862

コールローン及び買入手形 2,910 5,401

有価証券 392,968 363,871

貸出金 2,781,612 2,767,409

外国為替 2,642 2,583

その他資産 41,135 40,744

有形固定資産 24,536 39,641

無形固定資産 2,620 2,960

繰延税金資産 39,869 38,620

支払承諾見返 8,067 11,283

貸倒引当金 △46,508 △40,133

資産の部合計 3,393,045 3,441,245

負債の部   

預金 2,880,769 2,834,034

譲渡性預金 195,170 255,300

コールマネー及び売渡手形 131 20,178

借用金 80,882 99,027

外国為替 36 16

社債 61,000 61,000

その他負債 38,534 35,354

賞与引当金 1,461 1,693

退職給付引当金 3,832 3,736

役員退職慰労引当金 418 441

睡眠預金払戻損失引当金 411 318

偶発損失引当金 1,175 1,024

再評価に係る繰延税金負債 618 618

支払承諾 8,067 11,283

負債の部合計 3,272,510 3,324,028

純資産の部   

資本金 47,039 47,039

資本剰余金 18,546 18,546

利益剰余金 28,242 29,117

自己株式 △275 △288

株主資本合計 93,553 94,414

その他有価証券評価差額金 △2,943 △6,959

繰延ヘッジ損益 724 733

土地再評価差額金 857 857

評価・換算差額等合計 △1,361 △5,368

新株予約権 74 66

少数株主持分 28,268 28,104

純資産の部合計 120,535 117,217

負債及び純資産の部合計 3,393,045 3,441,245
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(2)【中間連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 55,620 49,875

資金運用収益 41,463 39,071

（うち貸出金利息） 38,144 35,633

（うち有価証券利息配当金） 2,512 2,316

役務取引等収益 5,287 4,450

その他業務収益 7,668 6,258

その他経常収益 1,200 94

経常費用 53,065 58,569

資金調達費用 11,265 10,551

（うち預金利息） 8,239 8,754

役務取引等費用 2,609 2,955

その他業務費用 6,396 3,318

営業経費 18,369 17,551

その他経常費用 14,425 24,191

経常利益又は経常損失（△） 2,554 △8,693

特別利益 26 9,981

固定資産処分益 21 9,979

償却債権取立益 4 1

特別損失 255 52

固定資産処分損 92 2

減損損失 162 2

その他の特別損失 － 47

税金等調整前中間純利益 2,325 1,235

法人税、住民税及び事業税 3,701 3,471

法人税等調整額 △3,830 △3,979

法人税等合計 △129 △507

少数株主利益 232 708

中間純利益 2,222 1,034
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 37,040 47,039

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 37,040 47,039

資本剰余金   

前期末残高 8,546 18,546

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,546 18,546

利益剰余金   

前期末残高 56,478 29,117

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

中間純利益 2,222 1,034

自己株式の処分 △3 △8

当中間期変動額合計 △174 △874

当中間期末残高 56,304 28,242

自己株式   

前期末残高 △292 △288

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 6 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 △288 △275

株主資本合計   

前期末残高 101,771 94,414

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

中間純利益 2,222 1,034

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 3 5

当中間期変動額合計 △170 △861

当中間期末残高 101,601 93,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,252 △6,959

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,389 4,016

当中間期変動額合計 △3,389 4,016

当中間期末残高 △4,641 △2,943
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 370 733

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4 △9

当中間期変動額合計 4 △9

当中間期末残高 374 724

土地再評価差額金   

前期末残高 858 857

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 858 857

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △23 △5,368

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,384 4,006

当中間期変動額合計 △3,384 4,006

当中間期末残高 △3,408 △1,361

新株予約権   

前期末残高 43 66

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

12 8

当中間期変動額合計 12 8

当中間期末残高 56 74

少数株主持分   

前期末残高 13,111 28,104

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

16 164

当中間期変動額合計 16 164

当中間期末残高 13,127 28,268

純資産合計   

前期末残高 114,903 117,217

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

中間純利益 2,222 1,034

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 3 5

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,355 4,179

当中間期変動額合計 △3,525 3,318

当中間期末残高 111,377 120,535
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 2,325 1,235

減価償却費 1,926 2,000

減損損失 162 2

貸倒引当金の増減（△） 1,176 6,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △67 △231

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △112 △23

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 9 92

偶発損失引当金の増減（△） 158 151

資金運用収益 △41,463 △39,071

資金調達費用 11,265 10,551

有価証券関係損益（△） △592 △2,036

為替差損益（△は益） △2 0

固定資産処分損益（△は益） 70 △9,977

貸出金の純増（△）減 △80,673 △14,203

預金の純増減（△） △20,862 46,734

譲渡性預金の純増減（△） 6,530 △60,130

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△1,295 △18,145

有利息預け金の純増（△）減 2,763 15,314

コールローン等の純増（△）減 △638 2,490

コールマネー等の純増減（△） 149,990 △20,046

外国為替（資産）の純増（△）減 391 △58

外国為替（負債）の純増減（△） 20 19

資金運用による収入 41,417 39,011

資金調達による支出 △7,886 △10,459

その他 1,245 598

小計 65,837 △49,709

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,800 238

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,036 △49,471
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △173,388 △369,530

有価証券の売却による収入 98,218 306,091

有価証券の償還による収入 48,883 43,130

有形固定資産の取得による支出 △8,171 △820

有形固定資産の売却による収入 131 24,434

無形固定資産の取得による支出 △491 △275

無形固定資産の売却による収入 0 19

その他 29 △1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,788 1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,391 △1,900

少数株主への配当金の支払額 △216 △544

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の処分による収入 3 5

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,607 △2,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,642 △50,358

現金及び現金同等物の期首残高 129,551 192,987

現金及び現金同等物の中間期末残高 153,194 142,628
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(5)継続企業の前提に関する注記

　　 該当事項はありません。

(6)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成20年4月1日  至　平成20年9月30日）

　経常収益

　経常費用

　経常利益

(注)１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

    ２．各事業の主な内容

        (１)銀 行 業…………銀 行 業

        (２)リース業…………リース業

        (３)その他事業………クレジットカード業、金融業

    ３．一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｡

当中間連結会計期間(自　平成21年4月1日  至　平成21年9月30日）

　経常収益

　経常費用

　経常利益(△は経常損失)

(注)１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

    ２．各事業の主な内容

        (１)銀 行 業…………銀 行 業

        (２)リース業…………リース業

        (３)その他事業………クレジットカード業、金融業

    ３．一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(又は経常損失)を記載しております｡

【所在地別セグメント情報】

    前中間連結会計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9月30日）

　　　全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

　　　記載を省略しております。

    当中間連結会計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9月30日）

　　　全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

　　　記載を省略しております。

【国際業務経常収益】

    前中間連結会計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9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。

    当中間連結会計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9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。

45,559

49,385

108

リース業
（百万円）

リース業
（百万円）

49,494

銀行業
（百万円）

銀行業
（百万円）

5,991

6,156

5,947

消去又は全社
（百万円）

(727)

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

727

164

362

287

410

697

208

(727)56,347

53,793

― 55,620

連結
（百万円）

2,554

53,065

55,620

― 

55,620

連結
（百万円）

　(1)外部顧客に対する
　　 経常収益

　(2)セグメント間の内部
　　 経常収益

計

2,554 0

(727)

2,055 334

47,439

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

　(1)外部顧客に対する
　　 経常収益

　(2)セグメント間の内部
　　 経常収益

計 45,685

4,161 416 59,720

4,145 1,195 51,025 (1,150) 49,875

― 

(1,150) 58,569

△ 9,457 △ 16 778 △ 8,694 0 △ 8,693 

55,142

49,875

125 99 925 1,150 (1,150) ― 

4,045 269 49,875
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６．【中間財務諸表】 
(1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 142,510 208,485

コールローン 2,910 5,401

有価証券 410,064 380,967

貸出金 2,780,473 2,765,702

外国為替 2,642 2,583

その他資産 14,787 12,151

有形固定資産 23,561 35,323

無形固定資産 2,486 2,799

繰延税金資産 36,888 36,187

支払承諾見返 7,427 10,551

貸倒引当金 △40,812 △35,262

資産の部合計 3,382,941 3,424,892

負債の部   

預金 2,888,905 2,835,699

譲渡性預金 205,170 267,300

コールマネー 131 20,178

借用金 88,700 106,100

外国為替 36 16

社債 61,000 61,000

その他負債 29,658 26,158

未払法人税等 3,633 446

リース債務 692 1,053

その他の負債 25,332 24,658

賞与引当金 1,400 1,620

退職給付引当金 3,811 3,717

役員退職慰労引当金 405 424

睡眠預金払戻損失引当金 411 318

偶発損失引当金 1,175 1,024

再評価に係る繰延税金負債 618 618

支払承諾 7,427 10,551

負債の部合計 3,288,852 3,334,727
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(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

資本金 47,039 47,039

資本剰余金 18,546 18,546

資本準備金 18,546 18,546

利益剰余金 30,065 30,169

利益準備金 2,458 2,078

その他利益剰余金 27,606 28,090

別途積立金 23,400 50,400

繰越利益剰余金 4,206 △22,309

自己株式 △275 △288

株主資本合計 95,376 95,466

その他有価証券評価差額金 △2,943 △6,959

繰延ヘッジ損益 724 733

土地再評価差額金 857 857

評価・換算差額等合計 △1,361 △5,368

新株予約権 74 66

純資産の部合計 94,089 90,164

負債及び純資産の部合計 3,382,941 3,424,892
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(2)【中間損益計算書】 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 48,409 44,477

資金運用収益 40,789 38,042

（うち貸出金利息） 37,748 35,099

（うち有価証券利息配当金） 2,512 2,316

役務取引等収益 4,484 3,630

その他業務収益 2,330 2,708

その他経常収益 805 97

経常費用 46,446 52,525

資金調達費用 11,354 11,160

（うち預金利息） 8,244 8,755

役務取引等費用 3,742 4,287

その他業務費用 1,446 137

営業経費 17,319 16,340

その他経常費用 12,583 20,599

経常利益又は経常損失（△） 1,962 △8,047

特別利益 22 9,548

特別損失 279 51

税引前中間純利益 1,705 1,448

法人税、住民税及び事業税 3,524 3,073

法人税等調整額 △3,716 △3,430

法人税等合計 △191 △356

中間純利益 1,897 1,805
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(3)【中間株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 37,040 47,039

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 37,040 47,039

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,546 18,546

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,546 18,546

資本剰余金合計   

前期末残高 8,546 18,546

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,546 18,546

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,599 2,078

当中間期変動額   

剰余金の配当 478 380

当中間期変動額合計 478 380

当中間期末残高 2,078 2,458

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 41,400 50,400

当中間期変動額   

別途積立金の積立 9,000 －

別途積立金の取崩 － △27,000

当中間期変動額合計 9,000 △27,000

当中間期末残高 50,400 23,400

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,382 △22,309

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,871 △2,281

別途積立金の積立 △9,000 －

別途積立金の取崩 － 27,000

中間純利益 1,897 1,805

自己株式の処分 △3 △8

当中間期変動額合計 △9,977 26,515

当中間期末残高 4,404 4,206
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 57,381 30,169

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

中間純利益 1,897 1,805

自己株式の処分 △3 △8

当中間期変動額合計 △499 △103

当中間期末残高 56,882 30,065

自己株式   

前期末残高 △292 △288

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 6 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 △288 △275

株主資本合計   

前期末残高 102,675 95,466

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

中間純利益 1,897 1,805

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 3 5

当中間期変動額合計 △495 △90

当中間期末残高 102,180 95,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,252 △6,959

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,389 4,016

当中間期変動額合計 △3,389 4,016

当中間期末残高 △4,641 △2,943

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 370 733

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4 △9

当中間期変動額合計 4 △9

当中間期末残高 374 724
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

土地再評価差額金   

前期末残高 858 857

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 858 857

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △23 △5,368

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,384 4,006

当中間期変動額合計 △3,384 4,006

当中間期末残高 △3,408 △1,361

新株予約権   

前期末残高 43 66

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

12 8

当中間期変動額合計 12 8

当中間期末残高 56 74

純資産合計   

前期末残高 102,695 90,164

当中間期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △1,900

中間純利益 1,897 1,805

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 3 5

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,371 4,015

当中間期変動額合計 △3,867 3,924

当中間期末残高 98,828 94,089
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(4)継続企業の前提に関する注記

　　 　該当事項はありません。
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