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

（注）潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、21年3月期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

(2) 連結財政状態 

（注）「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計算しております。 
（注）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照ら
しそれらの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20号）」に基づき算出しております。 
（注）22年3月期の「連結自己資本比率（国内基準）」は、速報値であります。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 179,909 △3.4 33,497 ― 31,694 ―
21年3月期 186,303 △15.1 △256,952 ― △214,396 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 75.02 40.83 17.7 0.4 18.6
21年3月期 △537.47 ― △99.0 △3.5 △137.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 ％

22年3月期 7,394,578 325,105 3.0 558.15 10.52
21年3月期 7,230,316 233,097 1.8 332.16 9.75

（参考） 自己資本   22年3月期  224,406百万円 21年3月期  132,499百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △363,426 △39,811 △603 160,512
21年3月期 △19,805 280,565 149,385 564,386

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 1.50 ― 1.50 3.00 1,196 3.9 0.6
23年3月期 

（予想）
― 1.50 ― 1.50 3.00 8.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

84,000 △9.0 9,500 △42.2 7,500 △49.9 16.81

通期 166,500 △7.4 20,000 △40.2 15,500 △51.0 34.89
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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) 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（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） 

（注）詳細は18ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．連結財務諸表 （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 及び26ページ （7）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 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ （１株当たり情報） をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 399,406,530株 21年3月期 399,406,530株
② 期末自己株式数 22年3月期  524,568株 21年3月期  523,220株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないので記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 793 △85.7 180 △96.2 517 △89.7 386 △92.2
21年3月期 5,581 △43.8 4,817 △47.8 5,046 △46.0 4,999 △45.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 0.96 ―
21年3月期 12.53 ―

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 284,007 283,705 99.8 711.25
21年3月期 284,144 283,874 99.9 711.67

（参考） 自己資本 22年3月期  283,705百万円 21年3月期  283,874百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、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、経営環境に関する前提条件の変化等、様々な要因に
より予想対比大きく変化する可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
 
(当期の経営成績) 
 
① 損益の状況 （連結） 

当期の連結決算につきましては、経常収益は1,799億円と前年比63億円減少いたしました。内訳としまして

は、リース子会社の合併による売上増を主因にその他業務収益が前年比42億円増加した一方で、貸出金利息の

減少を主因に資金運用収益が同50億円減少、株式等売却益が同50億円減少いたしました。 

経常費用は1,464億円と前年比2,968億円減少いたしました。内訳としましては、有価証券売却損・償却が前

年比2,505億円減少、貸倒償却引当費用が同405億円減少、預金等利息の減少等により資金調達費用が同45億

円減少したことに加えて、幅広く経費削減に取組んだ結果、営業経費が同33億円減少いたしました。 

この結果、経常利益は334億円と前年比2,904億円増加、当期純利益は316億円と同2,460億円増加いたしま

した。 

なお、事業の種類別セグメントでは、銀行業の経常収益は 1,472 億円と前年比 111 億円減少し、経常利益は  

322億円と同2,890億円増加いたしました。また、リース業での経常収益は288億円と前年比45億円増加し、

経常利益は９億円と同７億円増加いたしました。 
 
損益の状況 （連結）                                  （単位：億円） 

  平成21年３月期 平成22年３月期 増 減 

 経常収益 1,863 1,799 △63 

  うち 資金運用収益 1,173 1,123 △50 

  うち その他業務収益 283 326 42 

  うち 株式等売却益（注１） 99 48 △50 

 経常費用 4,432 1,464 △2,968 

  うち 資金調達費用 182 136 △45 

  うち 営業経費 803 769 △33 

  うち 有価証券売却損・償却（注２） 2,559 53 △2,505 

  うち 貸倒償却引当費用 541 136 △405 

 経常利益 △2,569 334 2,904 

 当期純利益 △2,143 316 2,460 

 （注）１．株式等売却益＋金銭の信託運用益 
    ２．株式等売却損・償却損＋債券売却損・償還損・償却＋金銭の信託運用損 
 

② 損益の状況 （単体） 

当社（札幌北洋ホールディングス）は、銀行持株会社として、銀行その他銀行法により子会社とすることがで

きる会社の経営管理を行うことを目的としております。このため当社は子会社との間で経営管理に関する契約を

締結し、当グループ総体の経営方針の決定、経営計画の策定並びに達成状況の管理、コンプライアンス及びリス

ク管理の統括などを行っております。またＩＲ活動やディスクロージャーを積極的に行うとともに、株主、投資

家、グループのお取引先の皆様とのコミュニケーションの充実を図り、当グループの企業価値の増大と信頼性の

向上に努めております。 

以上の活動に伴う各社からの受入手数料（経営管理受託料）及び受取配当金などが当社の収益源であり、当期

の当社決算につきましては、営業収益は７億円と前年比47億円減少いたしました。要因としましては、北洋銀

行の内部留保拡充を図るため、北洋銀行からの受取配当金が47億円減少したことによるものです。これにより、

経常利益は５億円と前年比45億円減少、当期純利益は３億円と前年比46億円減少いたしました。 

 

― 3 ―

㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成22年3月期決算短信



 

  

③ 営業施策 

当グループでは、高度・多様化するお客様のニーズに適切かつ積極的に対応し、一層の収益機会の拡大を図る

べく、積極的に営業施策を展開しております。 

北洋銀行におきましては、札幌銀行との合併により営業エリアの重複する店舗について、本年６月までに計

42 ヵ店の統合による効率化を進める一方、ローンプラザ３カ所とアパートローンプラザ１カ所を新設し、お客

様からの相談窓口の拡充に努めました。また、本部機構を改編し、営業推進、経営改善支援及び事務管理体制の

強化を図るとともに、次の施策を展開しております。 

個人のお客様向けの取組みとしましては、投資信託や個人年金保険等の預かり資産の品揃えの拡充や、無担保

ローンの金利優遇キャンペーンの展開、保証会社保証を不要としたアパートローンの発売など、より一層お客様

のニーズにお応えできるよう商品性及び利便性の向上に努めました。また、銀行本体発行クレジットカード

cloverは、全国初となる流通系提携カード「cloverトドックカード」の取扱いを開始したほか、札幌市と地下

鉄ＩＣカード乗車券機能及び電子マネー機能の搭載に向けた基本合意を締結するなど、他業種とのアライアンス

による多機能化に向けたサービス基盤整備を進めました。 

法人のお客様向けの取組みとしましては、「提案型渉外」の一環として、中小企業に適した資金調達手法をご

提案しており、債権や不動産の証券化プログラムを拡充したほか、道内初となる「地域密着ＰＦＩ事業」に対す

るプロジェクトファイナンスの実行など、地元企業への支援に注力いたしました。また、日本政策投資銀行と「環

境事業に関する業務協力協定」を締結し、地域企業が取組む地球温暖化対策に係る設備投資向けの「環境配慮型

融資」の取扱いを開始し、環境保全への取組みを支援いたしました。 

地域経済活性化の取組みとしましては、北海道経済産業局より「地域力連携拠点事業」の支援拠点として認定

を受け、本事業の一環として、「ものづくり」や「食」をテーマにした商談会等の開催によるビジネスマッチン

グ支援に取組んだほか、「退職金・企業年金制度」や「事業継続計画（ＢＣＰ）」等のセミナーの開催を通じて、

中小企業のお客様が有する経営課題の解決に向けて多方面からサポートしてまいりました。また、道内でも有数

のノウハウとコンサルティング実績を有する株式会社北海道二十一世紀総合研究所と包括連携協定を締結し、専

門的な見地から道内経済活性化及び発展に向けた有効策を提言するシンクタンク機能の強化にも取組みました。 

 

④ ＣＳＲ活動 

当グループは、地域社会の一員としてＣＳＲを重視しており、環境や地域社会などのステークホルダー（利害

関係者）に配慮した経営を行うことが不可欠と考えております。このため、グループ各社横断的に「環境・地域

貢献委員会」を設置し、地域社会の活性化のため、様々な活動をしております。 

地球温暖化防止の観点から、二酸化炭素及び窒素化合物の排出量削減計画を策定し、温暖化ガス削減の取組み

を実施しているほか、環境格付融資やエコファンド等の環境配慮型商品の取扱い、環境配慮型住宅に対する住宅

ローン金利の優遇等を実施しております。 

また、北海道とがん対策推進のための連携協定を締結するなど、医療問題に対する取組みも行っております。 

「金融教育」の実施、また、芸術・文化の振興への取組みといった地域貢献活動にも引き続き取組んでまいり

ます。 

このような当グループのＣＳＲ活動が世界的に評価され、代表的な社会的責任投資（ＳＲＩ：Social 

Responsibility Investment）指標である「FTSE4Good Index」シリーズの構成銘柄に、当社株式が採用されてお

ります。 

今後もグループ一体となって、北海道の元気回復とより住みよく暮らしやすい社会づくりを支援いたします。 

 

(次期の見通し) 
 

当グループの営業基盤である北海道の経済情勢は、持直しの動きがみられるものの、先行きにつきましては、

公共事業の削減が見込まれるなど依然として予断を許さない状況が続いております。こうした状況を踏まえ、次

期につきましては、資金利益や信用コスト等を慎重かつ保守的に見込み、連結ベースで、経常収益1,665億円、

経常利益200億円、当期純利益155億円の予想としております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 
(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況) 
 
① 主要勘定残高 （連結） 

平成22年３月末の総資産は７兆3,945億円と前年比1,642億円増加（2.2％）いたしました。貸出金は５兆

1,993億円と前年比2,477億円増加（5.0％）、有価証券は１兆5,211億円と前年比1,389億円増加(10.0％)、預

金・譲渡性預金は６兆8,052億円と前年比2,638億円増加（4.0％）いたしました。 

純資産は3,251億円と前年比920億円増加（39.4％）いたしました。 
 
主要勘定残高 （連結）                                 （単位：億円） 

 平成21年３月末 平成22年３月末 増 減 

総資産 72,303 73,945 1,642 

貸出金 49,516 51,993 2,477 

有価証券 13,821 15,211 1,389 

預金・譲渡性預金 65,413 68,052 2,638 

純資産 2,330 3,251 920 

 

② 自己資本比率（連結）、ＲＯＥ 

平成 22 年３月末の連結自己資本比率（国内基準）は、当期純利益による自己資本の積み上げにより10.52％

と前年比0.77ポイント上昇いたしました。また、TierⅠ比率は7.30％と前年比0.80ポイント上昇いたしまし

た。 

ＲＯＥは、当期純利益が316億円と黒字回復したことにより、17.76％となりました。 
 
自己資本比率の推移 （連結）                             （単位：％） 

  平成21年３月末 平成22年３月末 増 減 

 自己資本比率（国内基準） 9.75 10.52 0.77 

  TierⅠ比率 6.50 7.30 0.80 

 ＲＯＥ（当期純利益ベース） ― 17.76 ― 

 

③ リスク管理債権 （連結） 

平成22年３月末のリスク管理債権は、直接償却や債権売却など 終処理の進展により、1,985億円と前年比

41億円減少いたしました。 

またリスク管理債権比率（リスク管理債権が貸出金に占める割合）は、3.82％と前年比0.27ポイント低下い

たしました。 
 
リスク管理債権残高の推移 （連結）                            （単位：億円、％） 

  平成21年３月末 平成22年３月末 増 減 

   破綻先債権 457 447 △9 

   延滞債権 1,260 1,177 △82 

   ３ヵ月以上延滞債権 1 4 2 

   貸出条件緩和債権 308 356 48 

 リスク管理債権合計 2,027 1,985 △41 

 （貸出金に占める割合） （ 4.09） （ 3.82） （ △0.27）
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④ 有価証券の評価損益 （連結） 

平成22年３月末の有価証券の評価損益は824億円の評価益と前年比808億円増加いたしました。内訳としま

しては、その他有価証券のうち、株式の評価益が285億円と前年比119億円増加、債券の評価益が270億円と前

年比244億円増加、その他の評価益は268億円と前年比444億円増加いたしました。 
 
有価証券の評価損益 （連結）                                 （単位：億円） 

  平成21年３月末 平成22年３月末 増 減 

 満期保有目的債券 0 ― △0 

 その他有価証券 16 824 808 

   株式 165 285 119 

   債券 26 270 244 

   その他 △175 268 444 

 合  計 16 824 808 

     

 日経平均株価（円） 8,109.53 11,089.94 2,980.41 

 長期国債利回（％） 1.340 1.395 0.055 

 

⑤ キャッシュ・フロー （連結） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加及び借用金の減少等により3,634億円の支出となりまし

た。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により398億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払等により６億円の支出となりました。 

平成22年３月末における現金及び現金同等物の残高は、前年比4,038億円減少し1,605億円となりました。 
 
キャッシュ・フローの状況 （連結）                            （単位：億円） 

 平成21年３月末 平成22年３月末 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △198 △3,634 △3,436 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,805 △398 △3,203 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,493 △6 △1,499 

現金及び現金同等物の期末残高 5,643 1,605 △4,038 

 

 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社では、企業体質の強化と積極的な事業展開のため、内部留保の充実及び株主資本の増大に努めながら、株

主重視の観点から総合的な利益還元に努めて参りたいと考えております。 

当期の期末配当に関しましては、引き続き予断を許さない経済情勢や自己資本規制改正等への備えとして、内

部留保の充実による財務基盤の強化が当面の 大の経営課題であり、株主への総合的な利益還元の観点からも株

主価値の向上に資するものと考え、当初予定通り１株当たり1.5円（年間配当３円）とすることとし、定時株主

総会に付議させていただく予定です。 

 

平成23年３月期につきましても、業績予想と上記考え方に基づき、１株当たり年３円、中間配当金につきまし

ては、年配当予定額の1/2として、１株当たり1.5円を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

当グループの事業その他に関するリスクには、主に次のようなものがあります。当グループでは、これらリス

クの発生の可能性を認識したうえで、その発生を回避するための施策を講じるとともに、発生した場合には迅速

かつ適切な対応に努める所存であります。 

 

１ 信用リスク 

① 不良債権問題の動向 

② 特定の業種等への取引集中に係るリスク 

２ 自己資本比率が低下するリスク 

３ 業務に伴うリスク 

① 有価証券投資に伴うリスク 

② 流動性リスク 

③ 事務リスク 

④ システムリスク 

⑤ 法務リスク 

⑥ 災害等の発生により業務に支障を来すリスク 

⑦ 風評リスク 

⑧ 情報漏洩に関するリスク 

⑨ ビジネス戦略が奏効しないリスク 

４ 金融環境等に係るリスク 

① 競争の激化 

② 規制変更のリスク 

③ 地域経済の動向 

５ その他  

① 格付低下のリスク 

② 年金債務に関するリスク 

③ 会計制度変更に伴うリスク 

④ 内部統制の構築に関するリスク 

⑤ 持株会社のリスク 

 

 

なお、上記は平成22年３月末現在において判断したものであり、その内容については当社の有価証券報告書に

具体的に記載しております。また、投資判断上重要と考えられる事項については、適時開示情報の開示等を通じ

て公表しておりますので、あわせてご参照ください。 
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２．企業集団の状況 

当グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社６社及び投資事業組合等で構成され、銀行業務

を中心に、リース業務、その他業務（クレジットカード業務など）の金融サービスに係る事業を営んでおります。 

  

＜銀行業務＞ 

 株式会社北洋銀行の本店ほか支店、出張所においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、有

価証券業務等を営んでおります。 

＜リース業務＞ 

 株式会社札幌北洋リースは、リース業務を営んでおります。 

＜その他業務＞ 

 以下の事業系統図に記載のとおり、銀行事務代行業務、クレジットカード業務、信用保証業務等を営んでおりま

す。 

 

 

事業系統図（平成22年３月31日現在） 
 

 株 

式 

会 

社 

札 

幌 

北 

洋 

ホ 

ー 

ル 

デ 

ィ 

ン 
グ 
ス

 ＜銀行業務＞  ＜その他業務＞  

  
◎ 株式会社北洋銀行 

 ◎ 北洋ビジネスサービス株式会社 （銀行事務代行業務） 

   ◎ ノースパシフィック株式会社 （信用保証業務） 

    ◎ 株式会社札幌コンピューターサービス （電気通信業務） 

  ＜リース業務＞    

  ◎ 株式会社 
札幌北洋リース 

   

     

      

  ＜その他業務＞    

  ◎ 株式会社 
札幌北洋カード 

  ＜投資事業組合等＞ 

    ○ 北洋ベンチャーファンド１号 ほか 

 （クレジットカード業務、信用保証業務） 

     ◎：連結子会社 ○：非連結子会社
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当グループは、顧客サービスの向上に努め、北海道経済の発展と金融システムの安定に貢献することを目的と

し、以下の経営理念を掲げております。 

・ お取引先に良質なサービスを提供し、お客様と共に発展する。 

・ 企業価値の増大を図り、株主と市場から高い信認を得る。 

・ 職員がその能力を十分に発揮できる働きがいのある職場をつくる。 
 

(2) 目標とする経営指標 

当グループでは、中期経営計画において、 終年度である平成23年３月期における経営指標として、当期純利

益、ＲＯＥ、自己資本比率、コアＯＨＲ及び道内貸出金シェアの５項目を掲げております。 

計画の 終年度である平成23年３月期における全項目の達成に向けて、グループ一丸となって取組んでおりま

す。 
 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当グループでは、平成20年度から平成22年度の３年間を対象期間とする中期経営計画において「強固な礎を築

く変革（イノベーション）の３年間」を基本コンセプトとして、①合併、②ＩＴ投資、③ＢＰＲ、④人材育成 を

戦略の柱として掲げ、「トップライン収益の増強」と「効率性および品質の向上」に取組んでおります。 

平成20年10月に北洋銀行と札幌銀行の合併を無事完了し、現在は、本部組織の改編や店舗統合の推進、それら

により生まれてくる人員余力の営業部門への配置による営業力強化など、合併効果の早期発揮による経営効率の

一層の向上に努めております。 

また、北洋銀行では、「経営強化計画」に基づき、平成23年３月期における同計画の目標達成に向けて、地域に

おける円滑な資金供給など中小企業向け金融仲介機能の一層の強化に、全行挙げて取組んでおります。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 

当連結会計年度において、昨年度の赤字決算から黒字決算に無事転換することができました。 

しかしながら、地域経済は足下で持直しの動きもみられますが、雇用情勢等は引続き厳しい水準にあることに

加えて、公共投資も削減される見込みにあり、年度を見通した場合には未だ予断を許さない状況にあると考えて

おります。 

当グループとしましては、こうした状況を踏まえ、当連結会計年度決算の黒字回復に甘んじることなく、「新中

期経営計画」並びに北洋銀行の「経営強化計画」に基づき、財務・収益体質の一層の強化を図るべく、以下の５

項目を柱に、グループ一丸となって取組んでまいります。 

①トップライン収益の増加 

「リレーション」と「ソリューション」の強化による取引増強に努め、着実な収益の積上げを図ってま

いります。 

② 信用リスク、信用コストの削減 

お客様とのリレーションを一層密にし、問題点の早期発見と課題克服を支援することにより信用コスト

の拡大防止を図ります。 

③ 経費削減の継続的な取組み 

合併効果の早期実現とＢＰＲの推進などを柱に、一層の経費削減に取組んでまいります。 

④ 有価証券の新たな資産構成の構築 

価格変動リスクを受けにくいポートフォリオへの転換を着実に進めてまいります。 

⑤ＣＳＲへの取組み強化 

     環境への取組みなど、企業の取組みに対する注目が高まっている一方で、取組みに対する評価も厳しく

なってきており、ＣＳＲをビジネスそのものと再認識し、取組み強化を図ってまいります。 

これらの計画を着実に実践し、これまで以上に地域経済の活性化に貢献していくことを通じて、株主の皆様や

地域のお客様をはじめとする全てのステークホルダーの期待にお応えするとともに、企業価値の向上と安定的な

配当を実現してまいります。 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 ※7  592,820 ※7  184,128

コールローン及び買入手形 11,001 225,351

買入金銭債権 12,483 13,677

商品有価証券 8,219 8,148

金銭の信託 14,777 5,538

有価証券 ※1, ※7, ※13  1,382,172 ※1, ※7, ※13  1,521,115

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※8

4,951,620

※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※8

5,199,359

外国為替 ※6  1,561 ※6  1,336

リース債権及びリース投資資産 ※7  40,740 ※7  46,027

その他資産 ※7  85,929 ※7  70,953

有形固定資産 ※9, ※10, ※11  92,610 ※9, ※10, ※11  105,813

建物 17,808 47,959

土地 ※9  51,670 ※9  49,902

建設仮勘定 15,874 9

その他の有形固定資産 7,257 7,941

無形固定資産 14,862 11,693

ソフトウエア 14,202 11,018

その他の無形固定資産 659 675

繰延税金資産 75,067 55,286

支払承諾見返 60,510 57,418

貸倒引当金 △114,060 △111,270

資産の部合計 7,230,316 7,394,578

負債の部   

預金 ※7  6,445,510 ※7  6,727,690

譲渡性預金 95,843 77,552

債券貸借取引受入担保金 ※7  31,833 －

借用金 ※7, ※12  278,101 ※7, ※12  113,503

外国為替 31 32

その他負債 65,214 74,075

賞与引当金 2,158 1,647

退職給付引当金 10,098 10,178

役員退職慰労引当金 432 417

睡眠預金払戻損失引当金 1,116 1,012

ポイント引当金 167 193

繰延税金負債 183 27

再評価に係る繰延税金負債 ※9  6,018 ※9  5,725

支払承諾 60,510 57,418

負債の部合計 6,997,219 7,069,473
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 73,279 73,279

資本剰余金 69,866 69,866

利益剰余金 △18,663 13,430

自己株式 △439 △439

株主資本合計 124,042 156,136

その他有価証券評価差額金 910 61,112

繰延ヘッジ損益 △563 △559

土地再評価差額金 ※9  8,109 ※9  7,717

評価・換算差額等合計 8,456 68,270

少数株主持分 100,598 100,698

純資産の部合計 233,097 325,105

負債及び純資産の部合計 7,230,316 7,394,578
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常収益 186,303 179,909

資金運用収益 117,337 112,314

貸出金利息 97,409 91,329

有価証券利息配当金 19,016 20,528

コールローン利息及び買入手形利息 541 225

預け金利息 119 41

その他の受入利息 250 188

役務取引等収益 27,633 27,154

その他業務収益 28,394 32,660

その他経常収益 12,938 7,780

経常費用 443,256 146,412

資金調達費用 18,202 13,659

預金利息 14,409 9,462

譲渡性預金利息 879 454

コールマネー利息及び売渡手形利息 85 0

債券貸借取引支払利息 277 35

借用金利息 2,273 3,309

その他の支払利息 276 397

役務取引等費用 7,968 7,946

その他業務費用 234,719 28,387

営業経費 80,333 76,976

その他経常費用 102,031 19,442

貸倒引当金繰入額 51,508 11,428

その他の経常費用 ※1  50,523 ※1  8,014

経常利益又は経常損失（△） △256,952 33,497

特別利益 70 86

固定資産処分益 0 9

償却債権取立益 70 76

特別損失 1,987 2,531

固定資産処分損 1,247 621

減損損失 ※2  740 ※2  1,910

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△258,870 31,052

法人税、住民税及び事業税 557 401

法人税等調整額 △44,975 △1,212

法人税等合計 △44,418 △810

少数株主利益又は少数株主損失（△） △56 167

当期純利益又は当期純損失（△） △214,396 31,694
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 73,279 73,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 73,279 73,279

資本剰余金   

前期末残高 69,877 69,866

当期変動額   

自己株式の処分 △11 －

当期変動額合計 △11 －

当期末残高 69,866 69,866

利益剰余金   

前期末残高 198,020 △18,663

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益又は当期純損失（△） △214,396 31,694

自己株式の処分 △0 △0

連結範囲の変動 － 605

土地再評価差額金の取崩 105 392

当期変動額合計 △216,684 32,094

当期末残高 △18,663 13,430

自己株式   

前期末残高 △432 △439

当期変動額   

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 31 0

当期変動額合計 △7 △0

当期末残高 △439 △439

株主資本合計   

前期末残高 340,745 124,042

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益又は当期純損失（△） △214,396 31,694

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 20 0

連結範囲の変動 － 605

土地再評価差額金の取崩 105 392

当期変動額合計 △216,703 32,093

当期末残高 124,042 156,136
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △47,501 910

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,411 60,202

当期変動額合計 48,411 60,202

当期末残高 910 61,112

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,098 △563

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 534 4

当期変動額合計 534 4

当期末残高 △563 △559

土地再評価差額金   

前期末残高 8,215 8,109

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105 △392

当期変動額合計 △105 △392

当期末残高 8,109 7,717

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △40,384 8,456

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,841 59,813

当期変動額合計 48,841 59,813

当期末残高 8,456 68,270

少数株主持分   

前期末残高 717 100,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99,881 100

当期変動額合計 99,881 100

当期末残高 100,598 100,698
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 301,078 233,097

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益又は当期純損失（△） △214,396 31,694

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 20 0

連結範囲の変動 － 605

土地再評価差額金の取崩 105 392

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 148,722 59,914

当期変動額合計 △67,980 92,008

当期末残高 233,097 325,105
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△258,870 31,052

減価償却費 8,281 8,399

減損損失 740 1,910

のれん償却額 172 12

貸倒引当金の増減（△） 40,173 △4,001

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 △511

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △69 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 668 76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67 △15

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △14 △104

ポイント引当金の増減額（△は減少） 167 26

資金運用収益 △117,337 △112,314

資金調達費用 18,202 13,659

有価証券関係損益（△） 237,681 △1,058

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 5,667 △501

為替差損益（△は益） 7,025 2,497

固定資産処分損益（△は益） 1,247 611

貸出金の純増（△）減 △168,468 △250,591

預金の純増減（△） 40,948 284,101

譲渡性預金の純増減（△） △53,382 △18,291

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

25,029 △171,865

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △13,467 5,035

コールローン等の純増（△）減 178,137 △216,118

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △73,704 △31,833

外国為替（資産）の純増（△）減 203 149

外国為替（負債）の純増減（△） △76 0

資金運用による収入 123,097 112,234

資金調達による支出 △16,155 △12,923

その他 10,666 △11,169

小計 △3,648 △371,532

法人税等の支払額 △16,157 8,105

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,805 △363,426
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △527,625 △547,313

有価証券の売却による収入 581,408 469,249

有価証券の償還による収入 218,421 44,026

金銭の信託の増加による支出 △164 △68

金銭の信託の減少による収入 34,923 9,300

有形固定資産の取得による支出 △16,969 △13,787

有形固定資産の売却による収入 34 84

無形固定資産の取得による支出 △9,464 △1,303

投資活動によるキャッシュ・フロー 280,565 △39,811

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入れによる収入 53,800 －

劣後特約付借入金の返済による支出 △2,000 －

配当金の支払額 △2,393 △598

少数株主からの払込みによる収入 100,000 －

少数株主への配当金の支払額 △2 △5

自己株式の取得による支出 △38 △0

自己株式の売却による収入 20 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,385 △603

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 410,132 △403,874

現金及び現金同等物の期首残高 154,253 564,386

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 0

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  564,386 ※1  160,512
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社   ７社 

  主要な会社名 

  株式会社北洋銀行 

  なお、株式会社札幌銀行は合併に

より除外しております。 

(1) 連結子会社   ６社 

  主要な会社名 

株式会社北洋銀行 

  なお、札銀保証サービス株式会社

は合併により除外しております。 

 (2) 非連結子会社 

  主要な会社名 

  栗林リース株式会社 

  北洋ベンチャーファンド１号 

  非連結子会社は、その資産、経常

収益、当期純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分に見合う

額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見

合う額）等からみて、連結の範囲か

ら除いても企業集団の財政状態及び

経営成績に関する合理的な判断を妨

げない程度に重要性が乏しいため、

連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社 

  主要な会社名 

  北洋ベンチャーファンド１号 

  非連結子会社は、その資産、経常

収益、当期純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分に見合う

額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見

合う額）等からみて、連結の範囲か

ら除いても企業集団の財政状態及び

経営成績に関する合理的な判断を妨

げない程度に重要性が乏しいため、

連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

  該当ありません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

  該当ありません。 

 (2) 持分法適用の関連会社 

  該当ありません。 

(2) 持分法適用の関連会社 

  該当ありません。 

 (3) 持分法非適用の非連結子会社 

  主要な会社名 

  栗林リース株式会社 

 北洋ベンチャーファンド１号 

(3) 持分法非適用の非連結子会社 

  主要な会社名 

 北洋ベンチャーファンド１号 

 (4) 持分法非適用の関連会社 

  主要な会社名 

  北海道総合信用保証株式会社 

  持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、当期純損益（持分に見

合う額）、利益剰余金（持分に見合

う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に重要

な影響を与えないため、持分法の対

象から除いております。 

(4) 持分法非適用の関連会社 

  札幌元気チャレンジファンド 

  持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、当期純損益（持分に見

合う額）、利益剰余金（持分に見合

う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に重要

な影響を与えないため、持分法の対

象から除いております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

  ３月末日    ７社 

 連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

  ３月末日    ６社 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価

方法 

  商品有価証券の評価は、時価法

（売却原価は主として移動平均法に

より算定）により行っております。

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価

方法 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

 (イ) 有価証券の評価は、満期保有

目的の債券については移動平均

法 に よ る 償 却 原 価 法 （ 定 額

法）、持分法非適用の非連結子

会社株式及び関連会社株式につ

いては移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価

のあるものについては連結決算

日の市場価格等（株式及び市場

価格のある受益証券については

連結決算日前１カ月の市場価格

の平均）に基づく時価法（売却

原価は主として移動平均法によ

り算定）、時価のないものにつ

いては移動平均法による原価法

又は償却原価法により行ってお

ります。 

なお、その他有価証券の評価

差額については、全部純資産直

入法により処理しております。 

（会計方針の変更） 

その他有価証券で時価のある

ものの評価方法は、従来連結決

算日の市場価格等に基づく時価

法により行っておりましたが、

昨今の金融市場の混乱から生じ

る株式価格等の著しい変動に鑑

み、短期的で過度な価格変動が

連結財務諸表等に与える影響を

排除し、財政状態をより適切に

表示するため、株式及び市場価

格のある受益証券については、

連結決算日前１カ月の市場価格

の平均に基づく時価法に変更し

ております。これにより「有価

証券」は4,382百万円減少、「金

銭の信託」は180百万円減少、

「繰延税金資産」は２百万円増

加、「繰延税金負債」は11百万

円減少、「その他有価証券評価

差額金」は1,999百万円増加して

おります。また、経常損失及び

税金等調整前当期純損失は6,548

百万円それぞれ増加しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与え

る影響については、（セグメン

ト情報）に記載しております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

 (イ) 有価証券の評価は、満期保有

目的の債券については移動平均

法 に よ る 償 却 原 価 法 （ 定 額

法）、持分法非適用の非連結子

会社株式及び関連会社株式につ

いては移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価

のあるものについては連結決算

日の市場価格等（株式及び市場

価格のある受益証券については

連結決算日前１カ月の市場価格

の平均）に基づく時価法（売却

原価は主として移動平均法によ

り算定）、時価を把握すること

が極めて困難と認められるもの

については移動平均法による原

価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価

差額については、全部純資産直

入法により処理しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 なお、この変更は、当下半期

における金融市場の混乱から生

じる株式価格等の著しい変動に

鑑み行ったものであり、当中間

連結会計期間末においては従来

の方法によっております。 

従いまして、当中間連結会計

期間末において当連結会計年度

末と同一の基準によった場合、

「有価証券」は10,875百万円増

加、「金銭の信託」は316百万円

増加、「繰延税金資産」は2,323

百万円減少、「繰延税金負債」

は２百万円減少、「その他有価

証券評価差額金」は3,538百万円

増加します。また、経常損失及

び税金等調整前中間純損失は

5,332百万円それぞれ減少しま

す。 

（追加情報） 

従来、株式と受益証券につい

ては、時価の下落率が取得原価

に比べ50％以上となっている銘

柄、及び下落率が30％以上50％

未満の銘柄のうち一定の要件を

満たしたものを減損処理の対象

としておりましたが、昨今の金

融市場の混乱から生じる急激な

相場下落を踏まえ、当連結会計

年度から、時価の下落率が取得

原価に比べ30％以上下落した銘

柄すべてを減損処理の対象とし

ております。これにより、経常

損失及び税金等調整前当期純損

失は48,582百万円それぞれ増加

しております。 

なお、セグメント情報に与え

る影響については、（セグメン

ト情報）に記載しております。 

 

  (ロ) 金銭の信託において信託財産

を構成している有価証券の評価

は、上記(1)及び(2)（イ）と同

じ方法により行っております。 

 (ロ)     同左 

 (3) デリバティブ取引の評価基準及び

評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時価

法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び

評価方法 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (4) 減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

  当社及び銀行業を営む連結子会社

の有形固定資産は、定率法（ただ

し、平成10年４月１日以後に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）に

ついては定額法）を採用しておりま

す。 

  また、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

    建 物：５年～50年 

    その他：２年～20年 

  その他の連結子会社の有形固定資

産については、資産の見積耐用年数

に基づき、主として定額法により償

却しております。 

(4) 減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

  当社及び銀行業を営む連結子会社

の有形固定資産は、定率法（ただ

し、平成10年４月１日以後に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）に

ついては定額法）を採用しておりま

す。 

  また、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

    建 物：５年～50年 

    その他：２年～20年 

  その他の連結子会社の有形固定資

産については、資産の見積耐用年数

に基づき、主として定額法により償

却しております。 

  ② 無形固定資産 

  無形固定資産は、定額法により償

却しております。なお、自社利用の

ソフトウエアについては、連結子会

社で定める利用可能期間（主として

５年）に基づいて償却しておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ―――――  ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係る「有形固定資産」中の

リース資産は、リース期間を耐用年

数とした定額法によっております。

なお、残存価額については、リース

契約上に残価保証の取決めがあるも

のは当該残価保証額とし、それ以外

のものは零としております。 

 

― 21 ―

㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成22年3月期決算短信



ファイル名:完成_0105100_0220800102206_会計方針_220512修正 更新日時:2010/05/12 9:30:00 印刷日時:10/05/12 11:10 

― 66 ― 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (5) 貸倒引当金の計上基準 

銀行業を営む連結子会社の貸倒引

当金は、予め定めている償却・引当

基準に則り、次のとおり計上してお

ります。 

「銀行等金融機関の資産の自己査

定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の

監査に関する実務指針」（日本公認

会計士協会銀行等監査特別委員会報

告第４号）に規定する正常先債権及

び要注意先債権に相当する債権につ

いては、過去の一定期間における

各々の貸倒実績から算出した貸倒実

績率等に基づき引き当てておりま

す。破綻懸念先債権に相当する債権

については、債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち必

要と認める額を引き当てておりま

す。破綻先債権及び実質破綻先債権

に相当する債権については、債権額

から、担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除した

残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定

基準に基づき、営業関連部署が資産

査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査し

ており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

その他の連結子会社の貸倒引当金

は、一般債権については過去の貸倒

実績率等を勘案して必要と認めた額

を、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額をそれぞれ引き

当てております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

同左 

 (6) 賞与引当金の計上基準 

  賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当連結

会計年度に帰属する額を計上してお

ります。 

(6) 賞与引当金の計上基準 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上

しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 

  発生年度の翌連結会計年度に一

括費用処理 

ただし、旧株式会社札幌銀行に

おける既発生分については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理 

なお、旧株式会社札幌銀行分の会

計基準変更時差異については、15年

による按分額を費用処理しておりま

す。 

（追加情報） 

当社の連結子会社である株式会社

北洋銀行は、株式会社札幌銀行と合

併したことに伴い、退職給付制度を

改定いたしました。なお、旧株式会

社札幌銀行の退職給付制度は株式会

社北洋銀行の退職給付制度に移行し

ております。 

株式会社北洋銀行は「退職給付制

度間の移行に関する会計処理」（平

成14年１月31日企業会計基準適用指

針第１号）及び「退職給付制度間の

移行等の会計処理に関する実務上の

取扱い」（平成14年３月29日実務対

応報告第２号）を適用しておりま

す。これによる当連結会計年度の連

結財務諸表等に与える影響は軽微で

あります。 

(7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上

しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 

  発生年度の翌連結会計年度に一

括費用処理 

ただし、旧株式会社札幌銀行に

おける既発生分については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理 

なお、旧株式会社札幌銀行分の会

計基準変更時差異については、15年

による按分額を費用処理しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度末から「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号平成

20年７月31日）を適用しておりま

す。 

なお、従来の方法による割引率と

同一の割引率を使用することとなっ

たため、当連結会計年度の連結財務

諸表に与える影響はありません。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (8) 役員退職慰労引当金の計上基準 

  役員退職慰労引当金は、役員への

退職慰労金の支払いに備えるため、

役員に対する退職慰労金の支給見積

額のうち、当連結会計年度末までに

発生していると認められる額を計上

しております。 

(8) 役員退職慰労引当金の計上基準 

同左 

 (9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基

準 

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債

計上を中止した預金について、預金

者からの払戻請求に備えるため、将

来の払戻請求に応じて発生する損失

を見積り必要と認める額を計上して

おります。 

(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基

準 

同左 

 (10) ポイント引当金の計上基準 

  ポイント引当金は、「clover（キ

ャッシュ＆クレジット一体型ＩＣカ

ード）」等におけるポイントの将来

の利用による負担に備えるため、未

利用の付与済みポイントを金額に換

算した残高のうち、将来利用される

見込額を見積り、必要と認める額を

計上しております。 

(10) ポイント引当金の計上基準 

同左 

 (11) 外貨建資産・負債の換算基準 

  銀行業を営む連結子会社の外貨建

資産・負債は、主として連結決算日

の為替相場による円換算額を付して

おります。 

  その他の連結子会社の外貨建資

産・負債については、それぞれの決

算日等の為替相場により換算してお

ります。 

(11) 外貨建資産・負債の換算基準 

同左 

 (12) リース取引の処理方法 

・借手側 

当社及び連結子会社の所有権移転

外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年４

月１日前に開始する連結会計年度に

属するものについては、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によってお

ります。 

(12) リース取引の処理方法 

同左 

 

― 24 ―

㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成22年3月期決算短信



ファイル名:完成_0105100_0220800102206_会計方針_220512修正 更新日時:2010/05/12 9:30:00 印刷日時:10/05/12 11:10 

― 69 ― 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (13) 重要なヘッジ会計の方法 

銀行業を営む連結子会社の金融資

産・負債から生じる金利リスクに対

するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における金融商品会計基準適用に関

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24号）に規定する繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効

性評価の方法については、相場変動

を相殺するヘッジについて、ヘッジ

対象となる預金・貸出金等とヘッジ

手段である金利スワップ取引等を一

定の残存期間毎にグルーピングのう

え特定し評価しております。 

(13) 重要なヘッジ会計の方法 

同左 

 (14) 消費税等の会計処理 

  当社及び連結子会社の消費税及び

地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(14) 消費税等の会計処理 

同左 

 (15) ファイナンス・リース取引に係

る収益及び費用の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原

価を計上する方法によっておりま

す。 

(15) ファイナンス・リース取引に係

る収益及び費用の計上基準 

同左 

５.連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間で

均等償却しております。 

のれんの償却については、その金額

に重要性が乏しいため発生年度に全額

償却しております。 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲は、連結貸借対照表上

の「現金預け金」のうち現金及び日本

銀行への預け金であります。 

同左 
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(7) 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 
 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

・借手側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号平成19年３月30日)及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第16号同前)が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度から適用されることになったことに

伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針を

適用しております。 

これによる連結財務諸表等に与える影響はありませ

ん。 

・貸手側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号平成19年３月30日)及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第16号同前)が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度から適用されることになったことに

伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

に変更し、リース投資資産として計上しております。 

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開

始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナン

ス・リース取引につきましては、期首に前連結会計年

度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で

契約したものとして、リース投資資産に計上しており

ます。 

これにより、従来の方法と比べ、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ119百万円減少して

おります。 

――――― 

――――― （金融商品に関する会計基準） 

当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第19号平成20年３月10日）を適用し

ております。 

これにより、従来の方法に比べ、有価証券は986百

万円増加、繰延税金資産は412百万円減少、貸倒引当

金は360百万円減少、その他有価証券評価差額金は609

百万円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ324百万円増加しております。 
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(8) 追加情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更） 

変動利付国債の時価については、従来、市場価格を

もって連結貸借対照表計上額としておりましたが、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、当連結会計年度末

においては、合理的に算定された価額をもって連結貸

借対照表計上額としております。これにより、市場価

格をもって連結貸借対照表価額とした場合に比べ、

「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」は

35,004百万円それぞれ増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、独立し

た第三者であると判断した国内大手証券会社から入手

した、客観性のある理論価額を検証した上で採用して

おります。当該理論価額はインプライド・フォワード

レートから将来のクーポンを推定し、現在価値に割り

引く方法で算定されております。なお、主たる価格決

定変数は、国債利回り及びスワプション・ボラティリ

ティであります。 

（その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更） 

変動利付国債の時価については、従来、市場価格を

もって連結貸借対照表計上額としておりましたが、昨

今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格

を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計

年度末においては、合理的に算定された価額をもって

連結貸借対照表計上額としております。これにより、

市場価格をもって連結貸借対照表計上額とした場合に

比べ、「有価証券」は22,951百万円増加、「繰延税金

資産」は9,267百万円減少、「その他有価証券評価差

額金」は13,683百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、独立し

た第三者であると判断した国内大手証券会社から入手

した、客観性のある理論価額を検証した上で採用して

おります。当該理論価額はインプライド・フォワード

レートから将来のクーポンを推定し、現在価値に割り

引く方法で算定されております。なお、主たる価格決

定変数は、国債利回り及びスワプション・ボラティリ

ティであります。 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式

563百万円及び出資金766百万円を含んでおります。

※１．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の出資

金652百万円を含んでおります。 

※２．貸出金のうち、破綻先債権額は45,707百万円、延

滞債権額は126,051百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年

政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて

いる貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

以外の貸出金であります。 

※２．貸出金のうち、破綻先債権額は44,723百万円、延

滞債権額は117,771百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅

延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年

政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて

いる貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であ

って、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

以外の貸出金であります。 

※３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は176百万

円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも

のであります。 

※３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は474百万

円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも

のであります。 

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は30,812百万

円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

※４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は35,621百万

円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

※５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸出条件緩和債権額の合計額は202,747百万

円であります。 

   なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。 

※５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権

額及び貸出条件緩和債権額の合計額は198,592百万

円であります。 

   なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。 

※６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準

適用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24号）に基づ

き金融取引として処理しております。これにより受

け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その

額面金額は、50,252百万円であります。 

※６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準

適用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24号）に基づ

き金融取引として処理しております。これにより受

け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その

額面金額は、43,172百万円であります。 
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前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。

   担保に供している資産 

現金預け金         20,400百万円 

有価証券          517,074百万円 

リース債権及びリース投資資産 2,236百万円 

その他資産 1,691百万円 

   担保資産に対応する債務 

預金 50,729百万円 

債券貸借取引受入担保金 31,833百万円 

借用金 193,248百万円 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。

   担保に供している資産 

現金預け金         19,490百万円 

有価証券          378,022百万円 

リース債権及びリース投資資産 8,173百万円 

その他資産 3,878百万円 

   担保資産に対応する債務 

預金            136,977百万円 

借用金            28,663百万円 

   上記のほか、為替決済、外為円決済等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証

券300,387百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は2,156百万円で

あります。 

   上記のほか、為替決済、外為円決済等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証

券181,388百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は2,001百万円で

あります。 

※８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,561,093百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが1,532,105百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに

終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フロー

に影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し

込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす

ることができる旨の条項が付けられております。ま

た、契約時において必要に応じて不動産・有価証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

※８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,490,862百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが1,481,411百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに

終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フロー

に影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し

込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす

ることができる旨の条項が付けられております。ま

た、契約時において必要に応じて不動産・有価証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 
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前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

※９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、銀行業を営む連結子会社

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額について

は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日 

    平成11年３月31日 

    ただし、株式会社北洋銀行が旧株式会社札幌銀

行から引き継いだ事業用の土地については平成10

年３月31日に再評価を行っております。 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める

地価公示法に基づいて、時点修正等合理的な調整

を行って算出したほか、第４号に定める地価税の

課税価格に基づいて、路線価の奥行価格補正等、

合理的な調整を行って算出しております。 

    同法律第10条に定める再評価を行った事業用の

土地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額

との差額  10,265百万円 

※９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、銀行業を営む連結子会社

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額について

は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日 

    平成11年３月31日 

    ただし、株式会社北洋銀行が旧株式会社札幌銀

行から引き継いだ事業用の土地については平成10

年３月31日に再評価を行っております。 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める

地価公示法に基づいて、時点修正等合理的な調整

を行って算出したほか、第４号に定める地価税の

課税価格に基づいて、路線価の奥行価格補正等、

合理的な調整を行って算出しております。 

    同法律第10条に定める再評価を行った事業用の

土地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額

との差額  11,589百万円 

※10．有形固定資産の減価償却累計額 67,360百万円 ※10．有形固定資産の減価償却累計額  65,099百万円

※11．有形固定資産の圧縮記帳額    2,144百万円 

   (当連結会計年度圧縮記帳額   －百万円)

※11．有形固定資産の圧縮記帳額    2,135百万円 

   (当連結会計年度圧縮記帳額     －百万円)

※12．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位

である旨の特約が付された劣後特約付借入金84,800

百万円が含まれております。 

※12．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位

である旨の特約が付された劣後特約付借入金84,800

百万円が含まれております。 

※13．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は37,501百万円であります。 

※13．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は44,713百万円であります。 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１．その他の経常費用には、貸出金償却700百万円、

株式等売却損3,116百万円、株式等償却36,174百万

円及び債権売却損1,865百万円を含んでおります。 

※１．その他の経常費用には、貸出金償却502百万円、

株式等売却損879百万円、株式等償却2,280百万円及

び債権売却損989百万円を含んでおります。 

※２．以下の資産について、減損損失を計上しておりま

す。 

稼働資産（土地、建物等） 616百万円 

遊休資産（土地、建物等） 124百万円 

当連結会計年度において、連結子会社である株式

会社北洋銀行では株式会社札幌銀行と合併したこと

により、保有する上記の稼働資産について使用の中

止を決定したこと等に伴い投資額の回収が見込めな

くなったこと等により、減損損失を計上しておりま

す。 

稼働資産については、原則として管理会計におい

て継続的な収支の把握を行っている各営業店をグル

ーピングの単位としております。本部、事務センタ

ー、厚生施設等については、独立したキャッシュ・

フローを生み出さないことから共用資産としており

ます。 

なお、回収可能額の測定は、正味売却価額によっ

ております。正味売却価額は原則として不動産鑑定

評価基準に基づき、重要性が乏しい不動産について

は適切に市場価格を反映していると考えられる指標

に基づいて算定しております。 

※２．以下の資産について、減損損失を計上しておりま

す。 

稼働資産（土地、建物等） 1,527百万円 

遊休資産（土地、建物等）  382百万円 

保有する上記の稼働資産について使用の中止を決

定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなっ

たこと等により、減損損失を計上しております。 

稼働資産については、原則として管理会計におい

て継続的な収支の把握を行っている各営業店をグル

ーピングの単位としております。本部、事務センタ

ー、厚生施設等については、独立したキャッシュ・

フローを生み出さないことから共用資産としており

ます。 

なお、回収可能額の測定は、正味売却価額によっ

ております。正味売却価額は原則として不動産鑑定

評価基準に基づき、重要性が乏しい不動産について

は適切に市場価格を反映していると考えられる指標

に基づいて算定しております。 

 

 (連結株主資本等変動計算書関係) 

Ⅰ 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項    （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

摘要 

発行済株式   

 普通株式 399,406 399,007,123 － 399,406,530 注１ 

合計 399,406 399,007,123 － 399,406,530 

自己株式   

 普通株式 494 522,762 37 523,220 注２ 

合計 494 522,762 37 523,220 

(注) １．発行済株式における普通株式の増加399,007,123株は、株式分割に伴うものであります。 

２．自己株式の増加522,762株は、株式分割に伴うもの及び端株及び単元未満株式の買取によるものであり、

減少37株は端株及び単元未満株式の買増請求に応じたものであります。 
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２．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの 
金額(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 2,393 6,000 平成20年３月31日 平成20年６月26日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

該当ありません。 

 

Ⅱ 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項    （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

摘要 

発行済株式   

 普通株式 399,406,530 － － 399,406,530  

合計 399,406,530 － － 399,406,530 

自己株式   

 普通株式 523,220 1,568 220 524,568 注 

合計 523,220 1,568 220 524,568 

(注) 自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたもので

あります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年11月13日 
取締役会 

普通株式 598 1.5 平成21年９月30日 平成21年12月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 598 利益剰余金 1.5 平成22年３月31日 平成22年６月25日

 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)
平成21年３月31日現在  
現金預け金勘定 592,820 
日本銀行預け金を除く預け金 △28,434 
現金及び現金同等物 564,386 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)
平成22年３月31日現在  
現金預け金勘定 184,128 
日本銀行預け金を除く預け金 △23,616 
現金及び現金同等物 160,512 
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(有価証券関係) 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「現金預け金」中の譲渡性預け金も含

めて記載しております。 

 

Ⅰ 前連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成21年３月31日現在） 
 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 8,219 101

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 
 

 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

国債 － － － － －

地方債 929 930 1 1 －

短期社債 － － － － －

社債 － － － － －

その他 － － － － －

合計 929 930 1 1 －

(注) １．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 
２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 
 

 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 81,220 97,788 16,568 20,001 3,433

債券 897,849 900,459 2,610 22,546 19,936

国債 782,684 787,700 5,015 22,280 17,264

地方債 28,797 28,887 89 153 64

短期社債 － － － － －

社債 86,366 83,872 △2,494 112 2,607

その他 365,704 348,129 △17,575 － 17,575

外国債券 107,083 100,447 △6,635 － 6,635

その他 258,621 247,681 △10,939 － 10,939

合計 1,344,774 1,346,376 1,602 42,548 40,945

(注) １．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等（株式及び市場価格のある受益証券
については連結決算日前１カ月の市場価格の平均）に基づく時価により計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
 

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、
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時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対
照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）し
ております。 

  当連結会計年度における減損処理額は、203,512百万円（うち、株式33,116百万円、その他170,396百万
円）であります。 

  また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30％以上下落した場合
としており、その銘柄すべてについて減損処理の対象としております。 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31

日） 

 

 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

その他有価証券 510,842 12,434 43,729

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日現

在） 

 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券 －

その他有価証券 

非上場株式 16,712

非上場社債 38,616

 

６．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成21年３月31

日現在） 

 

 １年以内（百万円） 
１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 

債券 11,447 94,258 288,378 545,921

国債 － 34,427 246,316 506,956

地方債 1,913 7,437 20,464 －

短期社債 － ―― ―― ―― 

社債 9,533 52,393 21,596 38,965

その他 25,348 117,605 22,075 27,676

外国債券 2,897 47,851 22,022 27,676

その他 22,450 69,754 52 －

合計 36,795 211,863 310,453 573,598
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Ⅱ 当連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成22年３月31日現在） 
 

 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 150

 

２．満期保有目的の債券（平成22年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

３．その他有価証券（平成22年３月31日現在） 
 

 種類 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

株式 80,289 50,087 30,201

債券 901,103 871,301 29,801

国債 714,635 688,072 26,562

地方債 48,696 47,815 881

短期社債 － － －

社債 137,770 135,413 2,357

その他 207,196 167,139 40,057

外国債券 50,664 46,701 3,962

その他 156,532 120,437 36,095

小計 1,188,588 1,088,528 100,060

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

株式 11,503 13,182 △1,678

債券 195,844 198,575 △2,730

国債 156,069 158,425 △2,356

地方債 17,860 17,981 △121

短期社債 － － －

社債 21,915 22,168 △253

その他 128,750 141,974 △13,224

外国債券 26,604 27,281 △677

その他 102,145 114,692 △12,547

小計 336,098 353,732 △17,633

合計 1,524,687 1,442,261 82,426
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31

日） 

 

 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

株式 20,710 4,386 879

債券 367,982 568 916

国債 365,196 568 95

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 2,785 － 821

その他 51,383 1,491 1,211

外国債券 33,728 134 735

その他 17,654 1,356 475

合計 440,076 6,445 3,007

 

５．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

６．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落

しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価

をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理

（以下「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、952百万円（うち、株式854百万円、その他97百万円）

であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30％以上下落

した場合としており、その銘柄すべてについて減損処理の対象としております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 
銀行業 

（百万円） 
リース業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 経常収益   

(1) 外部顧客に対する 
経常収益 

157,332 24,092 4,878 186,303 － 186,303

(2) セグメント間の内部
経常収益 

1,108 222 8,416 9,746 (9,746) －

計 158,440 24,314 13,295 196,050 (9,746) 186,303

経常費用 415,285 24,101 8,639 448,026 (4,769) 443,256

経常利益（△は経常損
失） 

△256,845 213 4,655 △251,975 (4,977) △256,952

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

  

資産 7,210,635 58,478 314,501 7,583,615 (353,298) 7,230,316

減価償却費 8,077 165 39 8,281 － 8,281

減損損失 740 － － 740 － 740

資本的支出 26,222 277 114 26,614 (1) 26,612

(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．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。 

３．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (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、信用保証業務他 

４．その他事業における経常利益には、当社が連結子会社から受け取った配当金4,921百万円が含まれてお

ります。 

５．会計方針の変更 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項 (2) 有価証券

の評価基準及び評価方法（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から、株式及び市場価

格のある受益証券については、連結決算日前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法に変更しておりま

す。これにより、従来の方法と比べ、銀行業の資産は4,532百万円減少しております。また、経常損失は

6,551百万円増加しております。 

なお、リース業及びその他事業における影響は軽微であります。 

６．追加情報 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項 (2) 有価証券

の評価基準及び評価方法（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計年度から、時価の下落率が取得原

価に比べ30％以上下落した銘柄すべてを減損処理の対象としております。これにより、従来の方法と比

べ、銀行業の経常損失は48,492百万円増加しております。 

なお、リース業における影響はありません。また、その他事業における影響は軽微であります。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 
銀行業 

（百万円） 
リース業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 経常収益   

(1) 外部顧客に対する 
経常収益 

146,286 28,698 4,924 179,909 － 179,909

(2) セグメント間の内部
経常収益 

978 194 3,942 5,116 (5,116) －

計 147,265 28,893 8,867 185,026 (5,116) 179,909

経常費用 115,029 27,906 8,194 151,130 (4,717) 146,412

経常利益 32,235 987 672 33,896 (398) 33,497

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

  

資産 7,368,909 71,971 316,073 7,756,954 (362,375) 7,394,578

減価償却費 8,007 348 43 8,399 － 8,399

減損損失 1,910 － － 1,910 － 1,910

資本的支出 19,138 1,271 15 20,425 (1) 20,423

(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．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。 

３．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (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、信用保証業務他 

 

【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額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】 

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。 
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ファイル名:完成_0105120_b_0220800102206_1株.後発 更新日時:2010/05/10 9:08:00 印刷日時:10/05/10 10:19 
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(１株当たり情報) 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 332.16 558.15 

１株当たり当期純利益金額 
（△は１株当たり当期純損失金額） 

円 △537.47 75.02 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 － 40.83 

(注) １．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎は、次のとおりであります。 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は 
当期純損失金額 

当期純利益 
（△は当期純損失） 

百万円 △214,396 31,694

普通株主に帰属しない金額 百万円 － 1,770

うち基準日が当期に属する 
子会社優先配当額 

百万円 － 1,770

普通株式に係る当期純利益 
（△は当期純損失） 

百万円 △214,396 29,924

普通株式の期中平均株式数 株 398,892,130 398,882,629

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額 百万円 － △13,636

うち基準日が当期に属する 
子会社優先配当額 

百万円 － 1,770

うち連結子会社の 
潜在株式による調整額 

百万円 － △15,406

普通株式増加数 株 － －

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり当期純
利益金額の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

 

連結子会社発行優先株式 
株式会社北洋銀行第１種 
優先株式 

(発行済株式数200,000千株)

―――― 

 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

 

 (重要な後発事象) 

該当ありません。 

 

 (開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、デリバティブ取引、退職給付及び

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略します。 
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5.個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,631 3,797

繰延税金資産 121 8

その他 1,008 35

流動資産合計 3,761 3,842

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 4 2

有形固定資産合計 4 2

無形固定資産   

商標権 1 0

無形固定資産合計 1 0

投資その他の資産   

投資有価証券 2,678 2,450

関係会社株式 267,185 267,185

関係会社長期貸付金 10,500 10,500

その他 13 25

投資その他の資産合計 280,377 280,161

固定資産合計 280,383 280,165

資産合計 284,144 284,007

負債の部   

流動負債   

未払費用 0 0

未払法人税等 17 24

未払消費税等 3 9

預り金 11 9

その他 22 20

流動負債合計 55 64

固定負債   

役員退職慰労引当金 213 210

繰延税金負債 － 27

固定負債合計 213 237

負債合計 269 302
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 73,279 73,279

資本剰余金   

資本準備金 181,264 181,264

資本剰余金合計 181,264 181,264

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 29,770 29,557

利益剰余金合計 29,770 29,557

自己株式 △439 △439

株主資本合計 283,874 283,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 42

評価・換算差額等合計 － 42

純資産合計 283,874 283,705

負債純資産合計 284,144 284,007
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

関係会社受取配当金 4,921 133

関係会社受入手数料 660 660

営業収益合計 5,581 793

営業費用   

販売費及び一般管理費 763 613

営業費用合計 763 613

営業利益 4,817 180

営業外収益   

受取利息 13 1

受取配当金 82 81

関係会社貸付金利息 123 248

その他 8 5

営業外収益合計 228 337

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 5,046 517

特別損失   

投資有価証券評価損 167 －

特別損失合計 167 －

税引前当期純利益 4,878 517

法人税、住民税及び事業税 1 19

法人税等調整額 △121 111

法人税等合計 △120 131

当期純利益 4,999 386
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 73,279 73,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 73,279 73,279

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 181,264 181,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 181,264 181,264

その他資本剰余金   

前期末残高 11 －

当期変動額   

自己株式の処分 △11 －

当期変動額合計 △11 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 27,164 29,770

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益 4,999 386

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 2,605 △212

当期末残高 29,770 29,557

自己株式   

前期末残高 △432 △439

当期変動額   

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 31 0

当期変動額合計 △7 △0

当期末残高 △439 △439

株主資本合計   

前期末残高 281,287 283,874

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益 4,999 386

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 20 0

当期変動額合計 2,587 △212

当期末残高 283,874 283,662
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △58 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 42

当期変動額合計 58 42

当期末残高 － 42

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △58 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 42

当期変動額合計 58 42

当期末残高 － 42

純資産合計   

前期末残高 281,229 283,874

当期変動額   

剰余金の配当 △2,393 △598

当期純利益 4,999 386

自己株式の取得 △38 △0

自己株式の処分 20 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 42

当期変動額合計 2,645 △169

当期末残高 283,874 283,705
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 
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