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（注）  １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

２．利回り、比率は小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。 
３．「Ⅱ 平成 21 年度中間決算の概況」以下の 20 年９月期比、20 年９月末比、21 年３月末

比欄等の計数は、表上の数値による計算結果を表示しております。 
 

 



 

（1） 

Ⅰ 平成 21 年度中間決算ダイジェスト 
 
１．損益の状況 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
  
                                                        （単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 

業務粗利益 ３００ ３１０ △９

（コア業務粗利益） （３２３） （３２６） （△２）

 資金利益 ２７６ ２７２ ４

 役務取引等利益 ３７ ４５ △７

 

 

その他業務利益 
（うち国債等債券損益） 

△１４
（△２３）

△７ 
（△１６） 

△６
（△６）

経費 ２１７ ２２１ △３

 人件費 １１２ １１５ △２

 物件費 ９１ ９３ △１

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） ８３ ８８ △５

 コア業務純益 １０６ １０５ １

一般貸倒引当金繰入額 ― ４ △４

業務純益 ８３ ８３ △０

臨時損益 △２９ △２８ △１

 うち不良債権処理額（△） １５ ３５ △１９

 うち株式等関係損益 △８ ７ △１６

経常利益 ５３ ５５ △２

特別損益 ２１ １４ ７

うち償却債権取立益 １２ ６ ５

うち貸倒引当金戻入益 １１ ― １１ 

うち投資損失引当金戻入益 ― １３ △１３

中間純利益 ４８ ４６ １

 

○コア業務粗利益…対前年同期比２億円減益の３２３億円となりました。 
資金利益は４億円増加したものの、役務取引等利益が７億円減少したことによるものです。 

○コア業務純益…対前年同期比１億円増益の１０６億円となりました。 
○経常利益…対前年同期比２億円減益の５３億円となりました。 

不良債権処理額は減少したものの、株式等関係損益が減少したことによるものです。 
○ 中間純利益…対前年同期比１億円増益の４８億円となりました。 

貸倒引当金がネットで取崩となり、特別利益が増加したことによるものです。 

【コア業務粗利益・コア業務純益】
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（１）コア業務粗利益 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 
業務粗利益 ３００ ３１０ △９
（うちコア業務粗利益） （３２３） （３２６） （△２）
 資金利益 ２７６ ２７２ ４
 役務取引等利益 ３７ ４５ △７
 その他業務利益 △１４ △７ △６
 （うち国債等債券損益） （△２３） （△１６） （△６）

※コア業務粗利益＝業務粗利益－国債等債券損益 
 
 
（２） 経費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 

経費 ２１７ ２２１ △３

 人件費 １１２ １１５ △２
物件費 ９１ ９３ △１

 
税金 １３ １２ ０

 
 
（３）コア業務純益 
 
 
 
 
 
 

※コア業務純益＝コア業務粗利益－経費(除く臨時費用分) 
 
 
 
 

コア業務粗利益…対前年同期比２億円減益の３２３億円 
○資金利益…対前年同期比４億円増益の２７６億円 

貸出金利息は１０億円減少いたしましたが、預金等利息が１６億円減少したことが要因です。 
○役務取引等利益…対前年同期比７億円減益の３７億円 

 投資信託・保険窓口販売関連手数料が５億円弱減少したことに加え、コンビニＡＴＭの利用増加
による支払手数料の増加が要因です。 

○その他業務利益（除く国債等債券損益）…対前年同期比ほぼ横這いの９億円 
業務粗利益…対前年同期比９億円減益の３００億円 

コア業務粗利益が２億円の減益となったことに加え、有価証券のポートフォリオ見直しを行った結
果、国債等債券関係損益が６億円減少したことが要因です。 

経費…対前年同期比３億円減少の２１７億円 
○人件費…対前年同期比２億円減少の１１２億円 

全行的に業務効率化に取り組んだ結果、時間外手当が減少したことが要因です。 
○物件費…対前年同期比１億円減少の９１億円 

システム関連コストの徹底的な見直しや、連結子会社の清算・本体統合による事務委託費の減少
が要因です。 

コア業務純益…対前年同期比１億円増益の１０６億円 
○コア業務粗利益は２億円の減益となったものの、経費が３億円減少したことから、対前年同期比１

億円増益となりました。 
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（４） 経常利益、中間純利益 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 

経常利益 ５３ ５５ △２ 

特別損益 ２１ １４ ７ 

 うち償却債権取立益（特別利益） １２ ６ ５ 

 うち貸倒引当金戻入益（特別利益） １１ ― １１ 

 うち投資損失引当金戻入益（特別利益） ― １３ △１３ 

税引前中間純利益 ７５ ６９ ５ 

法人税等税金関連 ２７ ２３ ３ 

中間純利益 ４８ ４６ １ 

 
＜信用コストの内訳＞ 

（単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 

一般貸倒引当金繰入額① ― ４ △４ 

不良債権処理額② １５ ３５ △１９ 

 貸出金償却 １４ ２１ △６ 

 個別貸倒引当金繰入額 ― １２ △１２ 

 延滞債権等売却損 ０ ０ ０ 

 その他 ０ １ △０ 

貸倒償却引当費用①＋② １５ ４０ △２４ 

償却債権取立益（特別利益）③ １２ ６ ５ 

貸倒引当金戻入益（特別利益）④ １１ ― １１ 

ネット信用コスト①＋②－③－④ △８ ３３ △４１ 

 
＜株式等関係損益＞ 

（単位：億円） 

 ２１年９月期 ２０年９月期 増減 

株式等関係損益 △８ ７ △１６ 

 株式等売却益 ３ １０ △７ 

 株式等売却損 ５ １ ３ 

 株式等償却 ６ １ ４ 

 

経常利益…対前年同期比２億円減益の５３億円 
中間純利益…対前年同期比１億円増益の４８億円 
○ネット信用コスト…対前年同期比４１億円減少の△８億円 

 一般貸倒引当金繰入額と個別貸倒引当金繰入額がネットで取崩となったため、不良債権
処理額は１９億円減少、貸倒償却引当費用は２４億円減少の１５億円となりました。 
 特別利益に計上されている貸倒引当金戻入益と不良債権の回収である償却債権取立益を
加味いたしましたネット信用コストは４１億円減少いたしました。 

○株式等関係損益…対前年同期比１６億円減少の△８億円 
 株式売却益が７億円減少したことに加え、株式の減損処理が４億円増加した結果、株式等関
係損益は対前年同期比１６億円減少いたしました。 

○特別損益は７億円増益。 
○法人税等税金関連費用は３億円増加。 
○結果、中間純利益は前年同期比１億円増益の４８億円となりました。 
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２．預金等の状況 
（１）預金 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 21 年 9 月末 20 年 9 月末 増減 
預金残高 ３８，０６７ ３６，８２４ １，２４２ 
 うち県内預金残高 ３７，２５０ ３５，９８１ １，２６９ 

 
（２）預かり資産 
 
 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 21 年 9 月末 20 年 9 月末 増減 

預かり資産残高 ５，４８３ ５，５９５ △１１１ 

 投資信託 １，２７６ １，５５１ △２７５ 

 公共債 ２，９３８ ２，９４２ △４ 

 個人年金保険 １，２６９ １，１０１ １６７ 

預金残高 ３８，０６７ ３６，８２４ １，２４２ 

預金と預かり資産の合計残高 ４３，５５１ ４２，４２０ １，１３０ 

 
３．貸出金の状況 
（１） 貸出金 
 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 2１年 9 月末 20 年 9 月末 増減 

貸出金残高 ２４，４５０ ２３，９９８ ４５２ 

 うち県内貸出金残高 １８，８４５ １８，６７３ １７１ 

 うち個人住宅ローン残高 ４，４２４ ４，４１７ ７ 

 

○預金残高は対前年同期比１，２４２億円増加し３兆８，０６７億円となりました。 
○県内預金残高は対前年同期比１，２６９億円増加し３兆７，２５０億円となりました。 

○預金と預かり資産合計で対前年同期比１，１３０億円増加いたしました。 
金融危機以降お客様の安全志向が高まり、投資信託は減少いたしましたが、個人年金保
険および預金残高は引き続き増加となっております。 
今後も、お客さまのニーズにお応えすべく、運用商品の品揃えを行ってまいります。 

○貸出金残高は対前年同期比４５２億円増加し２兆４，４５０億円となりました。 
○県内貸出金残高は対前年同期比１７１億円増加し１兆８，８４５億円となりました。 
○個人住宅ローン残高は対前年同期比７億円増加し４，４２４億円となりました。 

【預金と預かり資産】
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４．不良債権の状況 
 
 
 
 
 
 
 
＜金融再生法開示債権＞ 

  （単位：億円） 

 21 年 9 月末 21 年 3 月末 増減 

破産更生等債権 １２０ １２３ △３ 

危険債権 ７９５ ７１２ ８３ 

要管理債権 ７０ ５８ １２ 

 小計 ９８６ ８９４ ９２ 

正常債権 ２４，０１０ ２４，６４１ △６３０ 

 債権額合計 ２４，９９７ ２５，５３５ △５３７ 

不良債権比率 ３．９４％ ３．５０％ ０．４４％ 

 
５．連結決算の状況 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜連単倍率＞ 

（単位：億円） 
 連結 単体 連単倍率 

経常収益 ５０７ ３９９ １．２７ 倍 
経常利益 ６６ ５３ １．２４ 倍 
中間純利益 ４９ ４８ １．０２ 倍 

 
＜前年比較＞ 

（単位：億円） 
 21 年 9 月期 20 年 9 月期 増減 

経常収益 ５０７ ５５３ △４６ 
経常利益 ６６ ６４ ２ 
中間純利益 ４９ ４８ ０ 

 

○不良債権額は 21 年 3 月末から９２億円増加し９８６億円となり、債権額に占める割合、不良債
権比率は０．４４ポイント増加の３．９４％となりました。 

○破産更生等債権は３億円減少いたしましたが、危険債権は８３億円、要管理債権は１２億円
それぞれ増加いたしました。 

【不良債権比率】
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○連結決算は当行及び連結子会社１０社で構成されております。（第四事務集中株式会社は
清算により当中間期から連結範囲から除外しております。） 

○経常収益は単体決算同様減少いたしましたが、経常利益は２億円の増益、中間純利益はほ
ぼ横這いとなりました。１０社全てにおいて純資産は十分な水準を確保しております。 

【不良債権額】
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６．自己資本比率（速報値、国内基準） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
７．２１年度予想 
 
 
 
 
 
 
 
 
【単体】 

（単位：億円） 

 ２１年度予想 ２０年度実績 増減 

経常収益 ７８７ ８９０ △１０３ 

コア業務純益 １９６ ２２１ △２５ 

経常利益 ９４ ８９ ５ 

当期純利益 ６７ ６３ ４ 

（ネット信用コスト） ４４ ８４ △４０ 

 
【連結】 

（単位：億円） 

 ２1 年度予想 ２０年度実績 増減 

経常収益 １，００１ １，１０３ △１０２ 

経常利益 １１２ １０９ ３ 

当期純利益 ６９ ６６ ３ 

○連結自己資本比率 １３．４０％、連結ＴｉｅｒⅠ比率 １１．４７％ 
前年同期と比較して自己資本比率で０．７６ポイント、ＴｉｅｒⅠ比率で０．７１ポイント上昇しました。 

○単体自己資本比率 １２．６８％、単体ＴｉｅｒⅠ比率 １０．６７％ 
前年同期と比較して自己資本比率で０．７２ポイント、ＴｉｅｒⅠ比率で０．６４ポイント上昇しました。 

○連結・単体共にＴｉｅｒⅠ比率だけでも早期是正措置の発動基準である４％は勿論のこと、国際基準
の８％も十分クリアしております。 

○リスクアセットの計算に際し、信用リスクは「標準的手法」を、オペレーショナルリスクは「粗利益配分
手法」を採用しております。 

○単体 
経常利益は５億円増益の９４億円、当期純利益は４億円増益の６７億円を見込んでおります。 

○連結 
経常利益は３億円増益の１１２億円、当期純利益は３億円増益の６９億円を見込んでおります。 

【単体】
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Ⅱ  平成 21 年度中間決算の概況 
１．損益状況 
【単体】  （百万円） 

 ２1 年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  

業務粗利益 １ ３０，０７５ △９２８ ３１，００３
（除く国債等債券損益（５勘定尻）） ２ (３２，３９５) (△２２８) (３２，６２３)

 資金利益 ３ ２７，６９２ ４７４ ２７，２１８

 役務取引等利益 ４ ３，７８９ △７３３ ４，５２２

 その他業務利益 ５ △１，４０７ △６７１ △７３６
 （うち国債等債券損益） ６ (△２，３１９) (△６９９) (△１，６２０)

 うち国内業務粗利益 ７ ２９，４２３ △４５９ ２９，８８２
 （除く国債等債券損益（５勘定尻）） ８ (３０，７７５) (△１３４) (３０，９０９)

  資金利益 ９ ２６，８５４ ４０５ ２６，４４９

  役務取引等利益 １０ ３，７４６ △７２８ ４，４７４

その他業務利益 １１ △１，１７８ △１３７ △１，０４１
  

（うち国債等債券損益） １２ (△１，３５２) (△３２６) (△１，０２６)

うち国際業務粗利益 １３ ６５１ △４７０ １，１２１
 

（除く国債等債券損益（５勘定尻）） １４ (１，６１９) (△９５) (１，７１４)

  資金利益 １５ ８３８ ７０ ７６８

  役務取引等利益 １６ ４２ △５ ４７

その他業務利益 １７ △２２９ △５３４ ３０５
  

（うち国債等債券損益） １８ (△９６７) (△３７４) (△５９３)

経費（除く臨時処理分） １９ ２１，７４５ △３７２ ２２，１１７

 人件費 ２０ １１，２９９ △２２５ １１，５２４

 物件費 ２１ ９，１１８ △１９５ ９，３１３

 税金 ２２ １，３２８ ４８ １，２８０

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） ２３ ８，３２９ △５５７ ８，８８６

 除く国債等債券損益（５勘定尻） ２４ １０，６４９ １４３ １０，５０６

①一般貸倒引当金繰入額 ２５ ― △４８８ ４８８

業務純益 ２６ ８，３２９ △６８ ８，３９７

 除く国債等債券損益（５勘定尻） ２７ １０，６４９ ６３２ １０，０１７

臨時損益 ２８ △２，９７２ △１５４ △２，８１８

 ②不良債権処理額 ２９ １，５９４ △１，９３０ ３，５２４

  貸出金償却 ３０ １，４５５ △６５０ ２，１０５

  個別貸倒引当金繰入額 ３１ ― △１，２５５ １，２５５

  延滞債権等売却損 ３２ ７５ ６９ ６

  その他 ３３ ６３ △９３ １５６

 （貸倒償却引当費用①＋②） ３４ (１，５９４) (△２，４１９) (４，０１３)

 株式等関係損益 ３５ △８１０ △１，６０２ ７９２

  株式等売却益 ３６ ３３０ △７５２ １，０８２

  株式等売却損 ３７ ５２２ ３７４ １４８

  株式等償却 ３８ ６１８ ４７７ １４１

 その他臨時損益 ３９ △５６６ △４８０ △８６

経常利益 ４０ ５，３５７ △２２１ ５，５７８

特別損益 ４１ ２，１５３ ７４３ １，４１０

 うち償却債権取立益（特別利益） ４２ １，２４１ ５４６ ６９５

 うち貸倒引当金戻入益（特別利益） ４３ １，１７８ １，１７８ ―

 うち投資損失引当金戻入益（特別利益） ４４ ― △１，３０６ １，３０６

税引前中間純利益 ４５ ７，５１０ ５２２ ６，９８８

法人税、住民税及び事業税 ４６ １，４６０ △７９３ ２，２５３

法人税等調整額 ４７ １，２４５ １，１５３ ９２

中間純利益 ４８ ４，８０５ １６２ ４，６４３

(参考)  

ネット信用コスト     ２５＋２９－４２－４３ ４９ △８２５ △４，１４３ ３，３１８

有価証券減損処理額 ５０ ７１５ ５７４ １４１
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【連結】 
＜連結損益計算書ベース＞                                                             （百万円） 

 ２１年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  

連結粗利益 １ ３２，５７９ △９６８ ３３，５４７

 資金利益 ２ ２７，８９１ ４２５ ２７，４６６

 役務取引等利益 ３ ５，８０５ △６７５ ６，４８０

 その他業務利益 ４ △１，１１７ △７１８ △３９９

営業経費 ５ ２４，７２６ △８４ ２４，８１０

貸倒償却引当費用 ６ １，５９６ △２，８２４ ４，４２０

 貸出金償却 ７ １，４５７ △６５２ ２，１０９

 個別貸倒引当金繰入額 ８ ― △１，７４１ １，７４１

 一般貸倒引当金繰入額 ９ ― △４０６ ４０６

 延滞債権等売却損 １０ ７５ ６９ ６

 その他 １１ ６３ △９３ １５６

株式等関係損益 １２ △８０５ △１，５６５ ７６０

その他 １３ １，２０３ △１６９ １，３７２

経常利益 １４ ６，６５５ ２０６ ６，４４９

特別損益 １５ １，７７７ １０９ １，６６８

税金等調整前中間純利益 １６ ８，４３２ ３１５ ８，１１７

法人税、住民税及び事業税 １７ １，８３９ △８２６ ２，６６５

法人税等調整額 １８ １，１９２ １，０５９ １３３

少数株主利益 １９ ４８７ ５２ ４３５

中間純利益 ２０ ４，９１４ ３１ ４，８８３

（注）連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用） 
                  ＋（その他業務収益－その他業務費用） 
（参考） （百万円） 

連結業務純益 ２１ ９，６２７ ３５９ ９，２６８

（注）連結業務純益＝単体業務純益＋子会社経常利益＋関連会社経常利益×持分－内部取引 
 

（連結対象会社数）                                                                     （社） 

連結子会社数 １０ △１ １１
持分法適用会社数 ― ― ―

 
２．業務純益  【単体】 （百万円） 

 ２1 年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  
(1) 業務純益（一般貸倒引当金繰入前） ８，３２９ △５５７ ８，８８６ 

 職員一人当たり (千円) ３，６５１ △３３２ ３，９８３ 

(2) 業務純益 ８，３２９ △６８ ８，３９７ 

 職員一人当たり (千円) ３，６５１ △１１２ ３，７６３ 
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３．主要勘定残高  【単体】 
「20 年９月末比」「20 年９月期比」欄の上段は増減額、下段は増減率であります。 
 

(1) 末残 
（百万円） 

 全  店  分 国内業務部門分 

 ２1 年９月末  ２０年９月末 ２1 年９月末  ２０年９月末

  ２０年９月末比   ２０年９月末比  

資金運用勘定残高 4,052,329 
98,709
2.49%

3,953,620 3,994,312
102,670 

2.63% 
3,891,642

 貸出金 2,445,021 
45,221
1.88%

2,399,800 2,442,321
47,294 
1.97% 

2,395,027

 有価証券 1,485,788 
20,809
1.42%

1,464,979 1,398,078
53,457 
3.97% 

1,344,621

 コールローン等 109,830 
30,037
37.64%

79,793 109,830
34,386 
45.57% 

75,444

資金調達勘定残高 3,925,002 
73,520
1.90%

3,851,482 3,865,578
80,014 
2.11% 

3,785,564

 預金 3,806,740 
124,251

3.37%
3,682,489 3,755,888

110,294 
3.02% 

3,645,594

 譲渡性預金 53,689 
6,915

14.78 %
46,774 53,689

6,915 
14.78% 

46,774

 コールマネー等 56,000 
35,000

166.66%
21,000 56,000

35,000 
166.66% 

21,000

 
(2) 平残 

（百万円） 

 全  店  分 国内業務部門分 

 ２1 年９月期  ２０年９月期 ２1 年９月期  ２０年９月期

  ２０年９月期比   ２０年９月期比  

資金運用勘定残高 4,086,675 
166,465

4.24%
3,920,210 4,023,781

183,697 
4.78% 

3,840,084

 貸出金 2,405,046 
88,566
3.82%

2,316,480 2,402,313
89,577 
3.87% 

2,312,736

 有価証券 1,468,074 
39,944
2.79%

1,428,130 1,367,773
77,647 
6.01% 

1,290,126

 コールローン等 199,773 
37,226
22.90%

162,547 167,007
64,791 
63.38% 

102,216

資金調達勘定残高 3,989,955 
162,188

4.23%
3,827,767 3,929,149

180,046 
4.80% 

3,749,103

 預金 3,846,375 
142,653

3.85%
3,703,722 3,797,397

143,411 
3.92% 

3,653,986

 譲渡性預金 51,668 
11,802
29.60%

39,866 51,668
11,802 
29.60% 

39,866

 コールマネー等 74,303 
38,576

107.97%
35,727 74,196

39,811 
115.78% 

34,385
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(3) 預金、貸出金の新潟県内・県外別内訳 
①末残   

（百万円） 

 ２１年９月末   ２０年９月末 

  ２０年９月末比  

  増減額 増減率  

預金 3,806,740 124,251 3.37％ 3,682,489 

 新潟県内 3,725,099 126,908 3.52％ 3,598,191 

 新潟県外 81,640 △2,658 △3.15％ 84,298 

貸出金 2,445,021 45,221 1.88％ 2,399,800 

 新潟県内 1,884,518 17,174 0.91％ 1,867,344 

 新潟県外 560,502 28,047 5.26％ 532,455 

 
②平残  

（百万円） 

 ２１年９月期   ２０年９月期 

  ２０年９月期比  
  増減額 増減率  

預金 3,846,375 142,653 3.85％ 3,703,722 

 新潟県内 3,761,859 143,578 3.96％ 3,618,281 

 新潟県外 84,515 △925 △1.08％ 85,440 

貸出金 2,405,046 88,566 3.82％ 2,316,480 

 新潟県内 1,866,697 53,281 2.93％ 1,813,416 

 新潟県外 538,349 35,285 7.01％ 503,064 

 
 （参考）投資信託・公共債等預かり資産残高 
                                                          （百万円） 

 ２１年９月末  ２０年９月末 

  ２０年９月末比  

投資信託 127,624 △27,549 155,173 

公共債 293,807 △401 294,208 

個人年金保険 （注） 126,962 16,796 110,166 

  （注）個人年金保険は累計販売額を記載しております。 
 
４．利鞘  【単体】 

(1) 全店分 
（％） 

  ２1 年９月期  ２０年９月期 

   ２０年９月期比  
資金運用利回 ① １．５５ △０．２０ １．７５ 

 貸出金利回 ② １．８１ △０．１６ １．９７ 

 有価証券利回 ③ １．２８ △０．１２ １．４０ 

 コールローン等利回 ④ ０．４７ △１．１０ １．５７ 

資金調達利回 ⑤ ０．２１ △０．１７ ０．３８ 

 預金等利回 ⑥ ０．１９ △０．１０ ０．２９ 

 外部負債利回 ⑦ ０．５１ △０．６９ １．２０ 

預金等原価 ⑧ １．３０ △０．１６ １．４６ 

経費率 ⑨ １．１１ △０．０６ １．１７ 

資金調達原価 ⑩ １．２９ △０．２４ １．５３ 

預貸金レート差 ②－⑥ １．６２ △０．０６ １．６８ 

預証レート差 ③－⑥ １．０９ △０．０２ １．１１ 

運用･調達レート差 ①－⑤ １．３４ △０．０３ １．３７ 

預貸金利鞘 ②－⑧ ０．５１ ０．００ ０．５１ 

利 鞘 

総資金利鞘 ①－⑩ ０．２６ ０．０４ ０．２２ 
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(2) 国内業務部門分 
（％） 

  ２１年９月期  ２０年９月期 

   ２０年９月期比  

資金運用利回 ① １．５２ △０．１３ １．６５ 

 貸出金利回 ② １．８１ △０．１７ １．９８ 

 有価証券利回 ③ １．２０ △０．０３ １．２３ 

 コールローン等利回 ④ ０．４８ △０．６８ １．１６ 

資金調達利回 ⑤ ０．１９ △０．０９ ０．２８ 

 預金等利回 ⑥ ０．１９ △０．０８ ０．２７ 

 外部負債利回 ⑦ ０．５１ △０．５７ １．０８ 

預金等原価 ⑧ １．２８ △０．１５ １．４３ 

経費率 ⑨ １．０９ △０．０７ １．１６ 

資金調達原価 ⑩ １．２７ △０．１６ １．４３ 

預貸金レート差 ②－⑥ １．６２ △０．０９ １．７１ 

預証レート差 ③－⑥ １．０１ ０．０５ ０．９６ 

運用･調達レート差 ①－⑤ １．３３ △０．０４ １．３７ 

預貸金利鞘 ②－⑧ ０．５３ △０．０２ ０．５５ 

利 鞘 

総資金利鞘 ①－⑩ ０．２５ ０．０３ ０．２２ 

 
 
５．有価証券等  【単体】 

(1) 損益 
  （百万円） 

 ２1 年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  
国債等債券損益（５勘定尻） △２，３１９ △６９９ △１，６２０ 

 売却益 ３２２ △４４８ ７７０ 

 償還益 ― ― ― 

 売却損 １，０９３ △２０９ １，３０２ 

 償還損 １，４５２ ３６４ １，０８８ 

 償却 ９６ ９６ ― 

株式等損益（３勘定尻） △８１０ △１，６０２ ７９２ 

 売却益 ３３０ △７５２ １，０８２ 

 売却損 ５２２ ３７４ １４８ 

 償却 ６１８ ４７７ １４１ 

 
(2) 有価証券等に対する引当 

（百万円） 

 ２1 年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  

投資損失引当金 ９０ ８０ １０ 

 
(3) 有価証券等の評価損益 
 

① 有価証券の評価基準 
 

売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 

満期保有目的有価証券 償却原価法 

その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 

子会社株式及び関連会社株式 原価法 
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②評価損益 
（百万円） 

 ２1 年９月末 ２1 年３月末 
【連結】 評価損益    評価損益   

  前期末比 評価益 評価損  評価益 評価損 

 満期保有目的 648 266 648 ― 382 394 11

 その他有価証券 32,177 27,397 46,329 14,152 4,780 32,955 28,175

  株式 18,952 8,012 23,337 4,385 10,940 18,417 7,476

  債券 15,301 14,184 21,548 6,247 1,117 12,962 11,844

  その他 △2,076 5,202 1,443 3,520 △7,278 1,576 8,854

 合計 32,826 27,664 46,978 14,152 5,162 33,350 28,187

  株式 18,952 8,012 23,337 4,385 10,940 18,417 7,476

  債券 15,950 14,450 22,197 6,247 1,500 13,356 11,856

  その他 △2,076 5,202 1,443 3,520 △7,278 1,576 8,854

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、貸借対照表価額と取得価
額との差額を計上しております。 

２．平成 21 年 9 月末の「その他有価証券」に係る評価差額金は 19,202 百万円、平成 21 年 3 月末の「その
他有価証券」に係る評価差額金は 2,948 百万円であります。 

 
（百万円） 

 ２1 年９月末 ２1 年３月末 
【単体】 評価損益   評価損益  

  前期末比 評価益 評価損  評価益 評価損 

 満期保有目的 608 262 608 ― 346 357 11

 子会社・関係会社株式 ― ― ― ― ― ― ―

 その他有価証券 31,672 27,093 45,664 13,992 4,579 32,515 27,936

  株式 18,445 7,709 22,672 4,227 10,736 17,977 7,240

  債券 15,301 14,184 21,548 6,247 1,117 12,962 11,844

  その他 △2,074 5,200 1,443 3,517 △7,274 1,576 8,851

 合計 32,280 27,355 46,272 13,992 4,925 32,873 27,948

  株式 18,445 7,709 22,672 4,227 10,736 17,977 7,240

  債券 15,909 14,446 22,157 6,247 1,463 13,319 11,856

  その他 △2,074 5,200 1,443 3,517 △7,274 1,576 8,851

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、貸借対照表価額と取得価
額との差額を計上しております。 

２．平成 21 年 9 月末の「その他有価証券」に係る評価差額金は 19,227 百万円、平成 21 年 3 月末の「その
他有価証券」に係る評価差額金は、3,003 百万円であります。 
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６．自己資本比率 
自己資本比率は、国内基準を適用しております。 

 
【連結】 

（百万円） 

 ２１年９月末(速報値)  ２１年３月末 ２０年９月末

  ２１年３月末比 ２０年９月末比   

(1) 自己資本比率 13.40% 0.71% 0.76% 12.69% 12.64%

 TierⅠ比率 11.47% 0.66% 0.71% 10.81% 10.76%

 TierⅡ比率 2.14% 0.05% 0.05% 2.09% 2.09%

(2) TierⅠ 208,403 4,146 5,082 204,257 203,321

(3) TierⅡ 38,938 △571 △571 39,509 39,509

 (ｲ) 自己資本に計上された再評価差額 6,587 △113 △118 6,700 6,705

 (ﾛ) 一般貸倒引当金 11,350 △459 △453 11,809 11,803

 (ﾊ) 劣後ローン残高 21,000 ― ― 21,000 21,000

(4) 控除項目 3,906 △37 △165 3,943 4,071

(5) 自己資本 (2)＋(3)－(4) 243,436 3,613 4,677 239,823 238,759

(6) リスクアセット（注） 1,816,075 △73,397 △72,556 1,889,472 1,888,631

(7) 総所要自己資本額 72,643 △2,935 △2,902 75,578 75,545

（注）信用リスク・アセットの額及びオペレーショナル・リスク相当額に係る額の合計であります。 
 なお、信用リスク・アセットは「標準的手法」を、オペレーショナル・リスクは「粗利益配分手法」を採用し算出してお
ります。 

 
【単体】 
 （百万円） 

 ２１年９月末(速報値)  ２１年３月末 ２０年９月末

  ２１年３月末比 ２０年９月末比   
(1) 自己資本比率 12.68% 0.66% 0.72% 12.02% 11.96%

 TierⅠ比率 10.67% 0.62% 0.64% 10.05% 10.03%

 TierⅡ比率 2.17% 0.06% 0.06% 2.11% 2.11%

(2) TierⅠ 190,254 3,653 3,943 186,601 186,311

(3) TierⅡ 38,727 △573 △582 39,300 39,309

 (ｲ) 自己資本に計上された再評価差額 6,587 △113 △118 6,700 6,705

 (ﾛ) 一般貸倒引当金 11,139 △461 △464 11,600 11,603

 (ﾊ) 劣後ローン残高 21,000 ― ― 21,000 21,000

(4) 控除項目 2,820 14 △599 2,806 3,419

(5) 自己資本 (2)+(3)－(4) 226,161 3,066 3,960 223,095 222,201

(6) リスクアセット（注） 1,782,288 △73,732 △74,249 1,856,020 1,856,537

(7) 総所要自己資本額 71,291 △2,949 △2,970 74,240 74,261

（注）信用リスク・アセットの額及びオペレーショナル・リスク相当額に係る額の合計であります。 
 なお、信用リスク・アセットは「標準的手法」を、オペレーショナル・リスクは「粗利益配分手法」を採用し算出してお
ります。 

 
 
７．ROE  【単体】 

（％） 

 ２１年９月期  ２０年９月期 

  ２０年９月期比  

業務純益(一般貸倒引当金繰入前)ベース ８．０１ △０．４４ ８．４５ 

業務純益ベース ８．０１ ０．０２ ７．９９ 

経常利益ベース ５．１５ △０．１５ ５．３０ 

中間純利益ベース ４．６２ ０．２１ ４．４１ 

（注） 「純資産の部」の期首と期末の平均残高により算出しております。 
 

 



 

（14） 

Ⅲ  貸出金等の状況 
 

・部分直接償却を実施しております。 
・未収利息不計上基準 

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先の未収利息は、すべて収益不計上としております。 
・「破産更生等債権」とは、金融再生法施行規則第４条における「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」でありま

す。 
 

１．金融再生法開示債権 【単体】 
（百万円） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  

破産更生等債権 12,020 △326 12,346

 破綻先債権 4,095 △251 4,346

 実質破綻先債権 7,925 △74 7,999

危険債権 79,599 8,341 71,258

要管理債権 7,048 1,214 5,834

小計   （Ａ） 98,668 9,229 89,439

正常債権 2,401,091 △63,016 2,464,107

債権額合計   （Ｂ） 2,499,759 △53,788 2,553,547

 
○債権総額に占める割合 

（％） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  

破産更生等債権 0.48 0.00 0.48

 破綻先債権 0.16 △0.01 0.17

 実質破綻先債権 0.31 0.00 0.31

危険債権 3.18 0.39 2.79

要管理債権 0.28 0.06 0.22

小計   （Ａ） 3.94 0.44 3.50

正常債権 96.05 △0.44 96.49

債権額合計   （Ｂ） 100.00 100.00

 
○金融再生法開示債権の保全状況 

（百万円） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  

保全額（Ａ） 79,256 3,194 76,062

 貸倒引当金 13,179 △19 13,198

 担保保証等 66,076 3,213 62,863

債権額合計（Ｂ） 98,668 9,229 89,439

保全率（Ａ）÷（Ｂ） 80.32% △4.72% 85.04%
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２．リスク管理債権 
（１）リスク管理債権の状況 
 ①【単体】 

（百万円） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  

破綻先債権額 3,816 △296 4,112

延滞債権額 85,535 7,240 78,295

３ヶ月以上延滞債権額 194 △169 363

貸出条件緩和債権額 6,854 1,383 5,471

計 96,399 8,157 88,242

（部分直接償却額） (21,824) (△4,747) (26,571)

【参考】貸出金残高（末残） 2,445,021 △53,013 2,498,034

 
○貸出金残高に占める割合 

（％） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  
破綻先債権額 0.15 △0.01 0.16

延滞債権額 3.49 0.36 3.13

３ヶ月以上延滞債権額 0.00 △0.01 0.01

貸出条件緩和債権額 0.28 0.07 0.21

計 3.94 0.41 3.53

 
②【連結】 

（百万円） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  
破綻先債権額 4,019 △360 4,379

延滞債権額 86,929 7,399 79,530

３ヶ月以上延滞債権額 194 △169 363

貸出条件緩和債権額 6,855 1,381 5,474

計 97,998 8,250 89,748

（部分直接償却額） (21,824) (△4,747) (26,571)

【参考】貸出金残高（末残） 2,427,822 △50,692 2,478,514

 
○貸出金残高に占める割合 

（％） 

２１年９月末  ２１年３月末 
 

 ２１年３月末比  
破綻先債権額 0.16 △0.01 0.17

延滞債権額 3.58 0.38 3.20

３ヶ月以上延滞債権額 0.00 △0.01 0.01

貸出条件緩和債権額 0.28 0.06 0.22

計 4.03 0.41 3.62
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３．償却・引当基準と貸倒引当金の状況 
(1) 償却・引当基準 

自己査定区分 
資産区分 

(金融再生法) 
償却・引当方針 

破綻先債権 

実質破綻先債権 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

担保・保証等により保全のない部分に対し 100％
を償却又は個別貸倒引当金として引当 

一般先 
担保・保証等により保全のない部分に対し、過去
の貸倒実績に基づいた 3 年分の予想損失額を個
別貸倒引当金として引当 

破綻懸念先債権 危険債権 

ＤＣＦ先 
対象先の将来キャッシュフローの割引現在価値を
見積もり、当該額を対象債権残高より控除した残
額部分に対し 100％を個別貸倒引当金として引当

(要管理先債権) 要管理債権 
過去の貸倒実績に基づいた 3 年分の予想損失額
を一般貸倒引当金として引当 

一般先 
過去の貸倒実績に基づいた 1 年分の予想損失額
を一般貸倒引当金として引当 

要
注
意
先
債
権 

(その他の要注意債権) 

ＤＤＳ先
市場価格のない株式の評価方法に準じた方法に
より算出した予想損失額を一般貸倒引当金として
引当 

正常先債権 

正常債権 

 
過去の貸倒実績に基づいた 1 年分の予想損失額
を一般貸倒引当金として引当 

 
 (2) 貸倒引当金等の状況 
  ①【単体】 

（百万円） 

 ２１年９月末  ２１年３月末 

  ２１年３月末比  

貸倒引当金 ２３，６２０ △１，８４０ ２５，４６０

 一般貸倒引当金 １１，２１１ △１，７８３ １２，９９４

 個別貸倒引当金 １２，４０９ △５６ １２，４６５

（注）特定海外債権引当金は、該当ありません。 
 
  ②【連結】 

（百万円） 

 ２１年９月末  

  ２１年３月末比 

２１年３月末 
 

貸倒引当金 ２６，６７７ △１，６５９ ２８，３３６

 一般貸倒引当金 １１，３０４ △１，７４８ １３，０５２

 個別貸倒引当金 １５，３７２ ８９ １５，２８３

（注）特定海外債権引当金は、該当ありません。 
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４. 自己査定の状況【単体】 
（百万円） 

分類状況 
債務者区分 

債権残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 

破綻先 4,095

実質破綻先 7,925

4,406
(2,490)

7,614 ― 
(1,785) 

 

―
(130)

〔21,954〕

破綻懸念先 79,599
40,994

(30,501)
23,124

15,480 
(25,973) 

要管理先 14,917 147 14,770  要
注
意
先 その他の要注意先 326,674 108,191 218,482  

正常先 2,066,547 2,066,547  

合 計 2,499,759 2,220,287 263,991 15,480 ―

（注） ( )内は引当前の分類金額。[ ]内は部分直接償却前の分類金額。 
 
５. 自己査定・保全の状況と開示債権【単体】 

（単位：億円） 

  自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権 

  残高 保全額 引当金 保全率 区分 残高 区分 残高 

破綻先 40 破綻先債権 38

実質破綻先 79 

101 19 100.0％
破産更生等
債権 

120 

破綻懸念先 795 536 104 80.5％ 危険債権 795 

延滞債権 855

３ヵ月以上 
延滞債権 

1

 
うち要管

理債権 
(70) (23) (7) (44.2％) 要管理債権 70 

貸出条件 
緩和債権 

68

要管理先 149 49 16 44.2％ 小計 986 合 計 963

要
注
意
先 

その他の 
要注意先 

3,266     

正常先 20,665  正常債権 24,010  

合 計 24,997  合 計 24,997  
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６．業種別貸出状況等【単体】 
日本標準産業分類の改訂（平成１９年１１月）に伴い、当中間期から業種の表示を一部変更しております。したがい

まして、２１年 3 月末との比較形式ではなく、並列形式で記載しております。 
(1) 業種別貸出金、リスク管理債権並びに貸出金残高比 

① ２１年９月末 
（百万円） 

 貸出残高 リスク管理債権 貸出金残高比
 (a) (b) (b)/(a) 

国内店分(除く特別国際金融取引勘定分) 2,445,021 96,399 3.94%

 製造業 381,001 17,324 4.54%

 農業、林業 5,376 544 10.12%

 漁業 1,275 ― ―

 鉱業、採石業、砂利採取業 907 250 27.59%

 建設業 142,573 18,134 12.71%

 電気･ガス･熱供給･水道業 54,816 1,207 2.20%

 情報通信業 12,871 1,609 12.50%

 運輸業、郵便業 88,557 3,936 4.44%

 卸売業、小売業 338,866 19,617 5.78%

 金融業、保険業 123,359 850 0.68%

 不動産業、物品賃貸業 277,085 13,834 4.99%

 各種サービス業 211,205 14,214 6.73%

 地方公共団体 287,782 ― ―

 その他 489,099 4,875 0.99%

海外店分及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ―

合計 2,445,021 96,399 3.94%

（注）業種別の内訳には、中央政府（財務省特別会計）向け貸出金（２1 年９月末は 30,240 百万円）が含
まれておりません。 

 
② ２１年３月末 

（百万円） 

 貸出残高 リスク管理債権 貸出金残高比
 (a) (b) (b)/(a) 

国内店分(除く特別国際金融取引勘定分) 2,498,034 88,242 3.53%

 製造業 381,437 13,657 3.58%

 農業 4,855 608 12.54%

 林業 127 ― ―

 漁業 1,190 ― ―

 鉱業 3,877 237 6.12%

 建設業 156,671 18,254 11.65%

 電気･ガス･熱供給･水道業 57,337 1,234 2.15%

 情報通信業 13,432 330 2.46%

 運輸業 83,616 4,276 5.11%

 卸売・小売業 351,520 21,077 6.00%

 金融・保険業 138,385 10 0.01%

 不動産業 178,617 9,326 5.22%

 各種サービス業 334,285 14,262 4.27%

 地方公共団体 302,780 ― ―

 その他 489,897 4,966 1.01%

海外店分及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ―

合計 2,498,034 88,242 3.53%
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(2) 個人ローン残高 
 （百万円） 

 21 年９月末  

  ２1 年３月末比 

２1 年３月末 
 

個人ローン残高 489,099 △798 489,897

 住宅ローン残高 442,482 △206 442,688

 その他ローン残高 46,616 △593 47,209

 
(3) 中小企業等貸出比率 

  （％） 

 ２1 年９月末  

  ２1 年３月末比 

２1 年３月末 
 

中小企業等貸出比率 57.08 △0.61 57.69

 
７．国別貸出状況等【単体】 

(1) 特定海外債権残高 
該当ありません。 

(2) アジア向け貸出金 
該当ありません。 
 



 

（20） 

Ⅳ 21 年度業績予想 
 
１． 単体 

                                                       （単位：億円） 

 ２2 年３月期予想 ２1 年３月期実績 差異 

経常収益 ７８７ ８９０ △１０３

コア業務純益 １９６ ２２１ △２５

経常利益 ９４ ８９ ５

当期純利益 ６７ ６３ ４

（ネット信用コスト） ４４ ８４ △４０

 
 

２． 連結 
                                                       （単位：億円） 

 ２2 年３月期予想 ２1 年３月期実績 差異 

経常収益 １，００１ １，１０３ △１０２

経常利益 １１２ １０９ ３

当期純利益 ６９ ６６ ３

 
 

以 上 
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