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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

(注) 1． 21年3月期第3四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 
     るため、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3四半期 33,250 △6.5 1,121 ― 2,737 ―

21年3月期第3四半期 35,564 ― △20,636 ― △12,916 ―

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3四半期 181.97 148.26
21年3月期第3四半期 △82,344.47 ―

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3四半期 2,087,496 93,992 4.5 5,262.76
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3四半期  93,946百万円 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  

(注) 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

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 ― 3,500.00 ― 25.00 ―

22年3月期 ― 30.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 44,400 △5.2 1,400 ― 2,100 ― 109.99



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3四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3四半期 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3四半期 822,043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3四半期 15,043,028株 21年3月期第3四半期 156,855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３四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  －  －  －                     
22年３月期(予想)                                 300  00  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３四半期  △823  44 －



 通期業績予想に対する当第３四半期までの経常利益、当期純利益の進捗率は、それぞれ80％、130％となっており

ますが、本年度末に向けて依然不透明な経済情勢が続くことを踏まえ、現時点において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３四半期のわが国経済は、外需を中心とした企業業績の改善や緊急経済対策の効果などを背景に引き

続き景気持ち直しの動きが見られましたが、雇用や設備投資への波及は限定的で、自律回復への動きは依然として弱

く、景気が二番底に陥る懸念も払拭できない情勢が続きました。また、円高やデフレの進行など、企業収益の影響が

懸念されるなか所得環境の改善も進まず、12月には中小企業金融円滑化法が施行されたものの、中小企業等を取り巻

く環境は依然として厳しい状況が続いており、景気回復には時間を要するとの見方も強まっております。 

 このような状況下、当行グループの第３四半期連結累計期間の業績は、以下の通りとなりました。 

 経常収益は332億円と前年同期比（平成20年12月期比）23億円の減収となりました。これは、貸出金利回りの低下

を主要因として、貸出金利息が31億円の減少となったことによるものであります。一方、経常費用は同240億円減少

の321億円となりました。これは、前年同期において主に不動産取引業の破綻等により232億円の多大な与信コストを

計上したものの、当期は同178億円減少し53億円と大幅に減少したことが主な要因であります。また、保有有価証券

の減損処理額が同40億円減少したほか、預金利回りの低下を主要因として預金利息が同14億円減少、さらに経費削減

努力により５億円の改善を図ったことも要因となりました。 

 この結果、経常利益は同217億円改善し11億円となり、四半期純利益は、特別利益における償却債権取立益34億円

の計上もあり、同156億円改善し27億円の計上となりました。  

  

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、引き続き適切なポートフォリオへの改善及びリスク管理債権の縮減を目指しているなか、

中小企業向け貸出や住宅ローンの強化を図るとともに、中小企業円滑化法に則り適切な対応を図ってまいりました

が、不動産業向け貸出の減少を主要因として、当第３四半期連結会計期間末の貸出残高は、前連結会計年度末比（平

成21年３月末比）133億円減少し１兆3,348億円となりました。預金につきましては、個人・法人とも流動性預金は増

加したものの、金利低下の影響を受け主に個人の中小口定期預金が減少したことにより、全体ではほぼ横這いの１兆

9,621億円（譲渡性預金を含む）となりました。有価証券につきましては、運用効率を高めるため国債に加えて社債

による運用を進めた結果、残高は同374億円増加の5,399億円となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の改善等により、同63億円増加し939億円となりまし

た。 

  

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、中間連結会計期間末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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 60,765 64,000

コールローン及び買入手形 110,607 129,000

商品有価証券 412 338

金銭の信託 － 149

有価証券 539,972 502,553

貸出金 1,334,856 1,348,224

外国為替 2,243 2,850

その他資産 10,596 14,071

有形固定資産 28,864 28,236

無形固定資産 1,560 1,622

繰延税金資産 15,922 16,677

支払承諾見返 6,040 6,641

貸倒引当金 △24,345 △25,509

資産の部合計 2,087,496 2,088,858

負債の部   

預金 1,961,127 1,961,769

譲渡性預金 1,000 1,000

借用金 － 2,000

外国為替 0 15

新株予約権付社債 5,000 5,000

その他負債 12,355 16,007

賞与引当金 222 1,047

退職給付引当金 3,997 3,723

役員退職慰労引当金 15 239

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 6,040 6,641

負債の部合計 1,993,504 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 18,128 16,669

自己株式 △2,452 △2,053

株主資本合計 92,634 91,576

その他有価証券評価差額金 1,372 △3,881

繰延ヘッジ損益 △19 △28

土地再評価差額金 △41 △41

評価・換算差額等合計 1,311 △3,950

少数株主持分 45 42

純資産の部合計 93,992 87,668

負債及び純資産の部合計 2,087,496 2,088,858



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

経常収益 35,564 33,250

資金運用収益 29,340 26,105

（うち貸出金利息） 24,586 21,454

（うち有価証券利息配当金） 3,402 3,995

役務取引等収益 3,887 3,741

その他業務収益 1,431 2,849

その他経常収益 905 553

経常費用 56,200 32,128

資金調達費用 4,554 3,078

（うち預金利息） 4,426 2,958

役務取引等費用 1,425 1,443

その他業務費用 3,084 79

営業経費 21,997 21,439

その他経常費用 25,139 6,087

経常利益又は経常損失（△） △20,636 1,121

特別利益 3,659 3,426

償却債権取立益 1,485 3,426

退職給付信託設定益 2,174 －

特別損失 501 286

固定資産処分損 172 30

減損損失 328 255

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（△）

△17,477 4,262

法人税、住民税及び事業税 △4,490 1,474

法人税等調整額 △77 48

法人税等合計 △4,567 1,522

少数株主利益 6 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,916 2,737



 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）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３四半期決算説明資料 

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３四半期 

（９ヶ月累計）

平成21年３月期

第３四半期 

（９ヶ月累計）

対前年同期比   

平成22年３月期

通期予想 

（12ヶ月累計）

業務粗利益   27,406  24,578  2,828     

（除く国債等債券損益）  25,011  26,532  △1,521     

  

資金利益  23,200  24,703  △1,503     

役務取引等利益  1,626  1,723  △97     

その他業務利益  2,579  △1,848  4,427     

経費（除く臨時処理分）  20,755  21,593  △838     

  人件費  11,288  11,758  △470     

  物件費  8,304  8,706  △402     

  税金  1,162  1,127  35     

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）  6,650  2,985  3,665     

  コア業務純益  4,255  4,939  △684     

① 一般貸倒引当金繰入額  808  5,971  △5,163     

業務純益  5,842  △2,986  8,828     

  うち国債等債券損益  2,394  △1,953  4,347     

臨時損益  △4,873  △18,218  13,345     

  

② うち不良債権処理額  4,276  17,085  △12,809     

（貸倒償却引当費用①＋②）  5,084  23,057  △17,973     

うち株式等関係損益  △378  △1,581  1,203     

経常利益（△は経常損失）  968  △21,204  22,172    1,100

特別損益  3,113  3,448  △335     

  
うち固定資産処分損益  △30  △174  144     

うち償却債権取立益  3,402  1,459  1,943     

税引前四半期純利益 

（△は税引前四半期純損失） 
 4,081  △17,756  21,837     

法人税等合計  1,343  △4,681  6,024     

四半期純利益（△は四半期純損失）  2,738  △13,074  15,812    2,000

（参考）           

与信関係費用（①＋②）  5,084  23,057  △17,973     



２．金融再生法ベースのカテゴリーによる開示 

  

  
   

 （注） 上記の平成21年12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12月末の上記開示債権額は、同年12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。 

  

（連結）   （単位：億円、％)  （参考)  （単位：億円、％) 

種   類  平成21年12月末  平成20年12月末    平成21年９月末 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
 159  222    178

危険債権  576  593    597

要管理債権  100  72    109

合   計  836  888    885

       

開示債権比率   6.21  6.43    6.65

（単体）    （単位：億円、％)  （参考)  （単位：億円、％) 

種   類  平成21年12月末  平成20年12月末    平成21年９月末 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
 143  207    162

危険債権  573  590    593

要管理債権  91  65    101

合   計  809  863    858

       

開示債権比率   6.02  6.25    6.45



３．自己資本比率（国内基準） 

  

  

 （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12月末 平成21年 

９月末 

平成20年 

12月末 

  平成22年３月末

（予想値） （速報値） 平成21年９月比平成20年12月比   

(1)自己資本比率 (5)÷(6)  10.46  △0.08  0.02  10.54  10.44    10.3 程度 

  TierⅠ比率 (2)÷(6)  9.23  △0.04  0.02  9.27  9.21    9.0 程度 

(2)基本的項目[TierⅠ]  92,677  1,266  △4,787  91,411  97,464   （注２）  

(3)補完的項目[TierⅡ]  12,789  117  △335  12,672  13,124       

  

(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  －  △1  1,514  1,515       

(ロ)一般貸倒引当金  13,451  344  2,599  13,107  10,852       

(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(△)  7,176  227  2,933  6,949  4,243       

(4)控除項目  383  179  198  204  185       

(5)自己資本 (2)＋(3)－(4)  105,084  1,206  △5,319  103,878  110,403       

(6)リスク・アセット等   1,004,060  18,776  △53,308  985,284  1,057,368       

(7)総所要自己資本額 (6)×４％  40,162  751  △2,132  39,411  42,294       

（単体）   

  
平成21年12月末 平成21年 

９月末 

平成20年 

12月末 

  
  

（速報値） 平成21年９月比平成20年12月比   

(1)自己資本比率 (5)÷(6)  10.36  △0.08  △0.02  10.44  10.38       

  TierⅠ比率 (2)÷(6)  9.13  △0.04  △0.02  9.17  9.15       

(2)基本的項目[TierⅠ]  91,476  1,256  △5,185  90,220  96,661     

(3)補完的項目[TierⅡ]  12,775  117  △335  12,658  13,110       

  

(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  －  △1  1,514  1,515       

(ロ)一般貸倒引当金  12,959  321  2,977  12,638  9,982       

(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(△)  6,697  203  3,311  6,494  3,386       

(4)控除項目  383  179  198  204  185       

(5)自己資本 (2)＋(3)－(4)  103,869  1,195  △5,717  102,674  109,586       

(6)リスク・アセット等   1,001,833  18,769  △53,448  983,064  1,055,281       

(7)総所要自己資本額 (6)×４％  40,073  751  △2,138  39,322  42,211       



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、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 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12月末 平成20年12月末   平成21年９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   4,041  17  41  23  2,989  △34  15  50    3,947  16  41  25

  株式   55  8  9  1  55  2  5  3    59  11  13  2

  債券  3,753  13  25  12  2,709  △22  8  30    3,660  8  21  13

  その他   232  △3  6  9  225  △15  1  17    227  △2  6  9

4

（単位：億円）  （参考） （単位：億円）

    平成21年12月末 平成20年12月末   平成21年９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   1,284  24  28  4  1,086  8  19  10    1,223  18  24  6

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） 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、「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。 

   

（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12月末  平成20年12月末  平成21年９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  136  0  0  138  1  1  127  1  1

通貨オプション  －  －  －  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －  －  －  －

合   計 ――  0  0 ――  1  1 ――  1  1

    （単位：億円）  （参考） （単位：億円）

  平成21年12月末 平成20年12月末   平成21年９月末 

預 金（末残）  19,611  19,577    19,398

貸出金（末残）  13,348  13,686    13,190
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