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決算取締役会開催日    平成17年11月18日
特定取引勘定の
設 置 の 有 無

　無

１.17年9月中間期の連結業績（平成17年4月1日～平成17年9月30日）
(1)連結経営成績 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年9月中間期 52,872 (   △4.1) 8,241 (    7.3) 1,639 (  △63.2) 
16年9月中間期 55,147 (  　16.2） 7,682 (   48.0) 4,449 ( 　 39.8）
17 年 3 月 期 100,417 16,844 7,635

  

円　　銭 円　　銭

17年9月中間期
16年9月中間期
17 年 3 月 期
(注)①持分法投資損益　17年9月中間期 　 ―  百万円    16年9月中間期 　　―  百万円　　17年3月期 　　―  百万円

　　②期中平均株式数（連結） 17年9月中間期 277,467,712株 16年9月中間期 279,248,613株 17年3月期 278,994,841株

    ③会計処理の方法の変更 有  

    ④経常収益、経常利益、中間純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態
１株当たり 連結自己資本比率

株主資本 （国内基準）
百万円 百万円 ％ 円　　銭 ％

17年9月中間期 4,546,172 197,037 4.3  710 　25 〔速報値〕 9.88
16年9月中間期 4,245,531 180,810 4.3  647 　54 9.46
17 年 3 月 期 4,235,045 189,256 4.5 682   01 9.48
(注)期末発行済株式数（連結）  17年9月中間期 277,421,515株 　16年9月中間期 279,226,569株

                              17年3月期     277,497,843株

(3)連結キャッシュ･フローの状況
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

17年9月中間期 　266,648  △297,873 19,137 75,642 
16年9月中間期 　△54,166 　 76,571 △716 133,565 
17 年 3 月 期 61,959 △83,477 △2,631 87,723 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
 　　連結子会社数 １０社　　持分法適用非連結子会社数 ― 社　　持分法適用関連会社数 ― 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　 　連結(新規)  1社　　(除外)  1社　　持分法（新規）― 社　　(除外) ― 社　　

２.18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）
　

百万円 百万円 百万円

(参考）１株当たり予想当期純利益（通期）         18円  74銭

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が

あります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の５ページを参照してください。

（ＵＲＬ　http://www.nantobank.co.jp/)
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経 常 利 益

　　　　　－　　

経 常 収 益

当　期　純　利 益

株主資本 株主資本比率

経 常　収　益 経 常 利 益

総 資 産

102,000    5,200    13,000    

米国会計基準採用の有無　無

１株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

 　 27   37   

 　 5   91   

通　  期

中間（当期）純利益

ＴＥＬ (0742)27-1552

役職名 取 締 役 頭 取 氏名 西 口 廣 宗

役職名 取締役総合企画部長 氏名 松 岡 弘 樹
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（ 南 都 銀 行 ） 
 

企 業 集 団 の 状 況                

 
 

 当行グループ(当行及び当行の関係会社)は、当行及び連結子会社１０社で構成され、銀行業務を

中心に証券業務、信用保証業務、リース業務などの事業を行い、幅広い金融サービスを提供してお

ります。 
 なお、当企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。 

 
 
   企業集団の事業系統図 
 

                                                本店ほか支店１１１ヵ店 

                           銀    行     業     務       出張所１３ヵ所 

                                              香港駐在員事務所 

                証     券      業     務     証券国際部門 

                            信  用  保  証   業   務   ※南都信用保証株式会社 

                            リ   ー   ス   業    務    ※南都リース株式会社    

                  ソフトウエア開発等業務     ※南都コンピュータサービス株式会社 

                クレジットカード 業 務   ※南都ディーシーカード株式会社 

                                                          ※南都カードサービス株式会社  

                そ   の   他   業   務    ※南都地所株式会社 

                                                         ※南都アセットリサーチ株式会社 

                                                         ※南都ビジネスサービス株式会社 

                             ※南都スタッフサービス株式会社 

※南都投資顧問株式会社 

                     ※は、連結子会社であります。 
                     なお、南都アセットリサーチ株式会社は、設立により 

当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。 
 また、南都資産管理株式会社は清算結了により除外して

おります。 

南 都 銀 行 
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（ 南 都 銀 行 ） 
 

経  営  方  針 

 
１．経営の基本方針 

当行では、平成 17 年 4 月から平成 20 年 3 月までの３ヵ年を計画期間とする中期経営計画で、

「バリューアップ“NANTO”」～新たな成長･･･お客さまとともに～をテーマとし、ステークホルダー

の満足を高めるためにブランド力を向上させ、ステークホルダーとの揺るぎない信頼関係を築き、

ともに成長する銀行を目指しております。 
このテーマの実現に向けて、次の２つの基本方針を掲げています。 
・「収益力の強化」 
・「お客さま満足の向上」 
 

２．利益配分に関する基本方針 
当行では、銀行業の公共性に鑑み、適正な内部留保の充実により経営体質の強化を図りつつ、株

主の皆さまへの利益還元につきましても安定的な配当の継続を基本方針としております。 
このような基本方針のもと、当行の中間配当金につきましては１株につき２円 50 銭とさせてい

ただく予定であります。 
また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化や店舗設備等に投資

するとともに、効率的な資金運用により安定収益の確保に努め、なお一層強固な経営体質を確立し

てまいる所存であります。 
 

３．目標とする経営指標及び中長期的な経営戦略 
ｏ上記１.のとおり、平成 17 年 4 月にスタートさせた中期経営計画では、次の計数目標を掲げて

おります（平成 20 年 3 月期）。 
 

コア業務純益 ２５０億円以上 

自己資本比率 １０％以上 

リーテイル事業性融資残高 １兆円以上 

個人ローン残高 ８，０００億円以上 

預り資産残高 ４，５００億円以上 

 
ｏ計数目標の達成に向けて、次の３つの重点戦略を設定し、各戦略ごとの諸施策に取り組んで

おります。 
（1）部門別営業力の強化 
（2）内部管理態勢の充実・高度化 
（3）課題解決能力を持つ、専門性と行動力のある人材の育成 
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（ 南 都 銀 行 ） 
 

 ＜主な重点戦略＞ 
（1）部門別営業力の強化 

① 収益力の強化 
   事業性融資・個人ローンの拡大スピードを上げるとともに、役務収益の増強を図っており 

ます。また、引き続き当行グループの総合金融サービス力を発揮し、新たな金融ニーズに対 
応できる商品・サービスを提供してまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②営業エリアの拡充 

法人取引の拡大を図るため、重点戦略地域の一つとして位置付ける大阪府下において、新

たな営業拠点を開設し営業を強化しております。 
  
 開設時期 営業エリア 
新大阪法人営業室 平成 17 年 8 月 8 日 大阪市北部及びその周辺地域 
堺支店 平成 17 年 11 月 21 日(予定) 大阪府堺市及びその周辺地域 

 
③取引先の経営サポートの強化 

平成 16 年 10 月に新設したバリュー開発部の「元気企業サポート室」や「ＡＳＩＡ業務サ

ポートチーム」が、取引先のニーズに迅速・的確にお応えするなど、サポート体制を充実し

ております。 
本年 10 月には、ビジネスマッチングの場として「第 4 回元気企業ビジネスフェアＮＡＮＴＯ」

を開催いたしました。なお、12 月には「上海駐在員事務所」の開設を予定しており、既設の

「香港駐在員事務所」とともに、お取引先の中国ビジネスをサポートしてまいります。 
また、審査部「企業財務サポート室」が中心となり、経営改善・再建をめざす企業を支援

しております。 
 

（2）内部管理態勢の充実 
個人情報管理等経営上のリスク管理態勢を強化するため、本年 6 月に「経営管理部」を新設

いたしました。 
 
４．対処すべき課題 

本年 4 月から「金融改革プログラム」が実施され、新アクションプログラムに基づいて私ども地

域金融機関は平成１７～１８年度を重点強化期間として位置付け、利用者の満足度を一層重視した

経営を確立し、地域密着型金融を継続的に推進していくことが求められています。 
当行は、こうした政策的要請をも踏まえ当期から新しい中期経営計画をスタートさせましたが、

本計画に沿って当行は業績の向上と地域社会・経済の伸展のために尽くしてまいる所存であります。 
 
 

【貸出金残高の推移】 （単位：億円）

16年9月末比 17年3月末比

中小企業等向け 16,762 17,095 16,996 233 △ 99
個人向け 6,214 6,445 6,565 350 120

うち住宅ローン 4,841 5,061 5,201 359 139

16年9月末 17年3月末 17年9月末

【個人預り資産残高の推移】 （単位：億円）

16年9月末比 17年3月末比

個人預り資産合計 1,872 2,301 2,685 813 384
投資信託 624 877 1,183 559 306
公共債保護預り 1,064 1,200 1,316 251 116
外貨預金 183 223 185 1 △ 38

16年9月末 17年9月末17年3月末
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（ 南 都 銀 行 ） 
 

経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 
１．経営成績 
 
（１）当中間期（平成 17 年 9 月中間期）の業績の概況 
    
   連結ベースの経常収益は、当行単体における株式等売却益の減少により「その他経常収益」が減

少したこと等から、前年中間期比２２億円減少の５２８億円となりました。 
   一方、「連結経常費用」は、当行単体において貸倒引当金繰入額が減少し「その他経常費用」が減

少したこと等から、前年中間期比２８億円減少の４４６億円となりました。 
   以上の結果、「連結経常利益」は前年中間期比５億円増加の８２億円となりました。しかし、当中

間期から固定資産の減損に係る会計基準を適用し、当行単体において減損損失として「特別損失」

を計上した結果、「中間純利益」は前年中間期比２８億円減少して１６億円となりました。 
   これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は５円９１銭となりました。 
   当行単体の業績につきましては、収益面では、前年中間期に比べ有価証券利息配当金の増加によ

り「資金運用収益」は増加しましたが、株式等売却益の減少により「その他経常収益」が減少しま

したので、「経常収益」は前年中間期比２０億円減少の４９３億円となりました。一方、費用面では、

債券貸借取引支払利息などの増加により「資金調達費用」が増加し、また、金融派生商品費用の増

加により「その他業務費用」は増加しましたが、貸倒引当金繰入額の減少等により「その他経常費

用」が減少しましたので、「経常費用」は前年中間期比２３億円減少の４１９億円となりました。 
   この結果、「経常利益」は前年中間期比２億円増加の７３億円となりましたが、減損損失３２億円

を「特別損失」に計上しましたので、税引後の「中間純利益」は前年中間期比２９億円減少して 
１４億円となりました。 

   これにより、１株当たり中間純利益は５円２１銭となりました。 
 
 
 
（２）通期（平成１８年３月期）の業績の見通し 

     
    平成１８年３月期は、引き続き、経営効率化と収益力の強化をすすめることにより、連結ベース

の業績は、経常収益１,０２０億円、経常利益１３０億円、また、当期純利益５２億円をそれぞれ予

想しております。 
    当行単体では、経常収益９５０億円、経常利益１２０億円、当期純利益５０億円、また、業務純

益２００億円をそれぞれ予想しております。 
 
 
 
 
 
 

 本資料には、将来の業績に関する記載が含まれています。 
 こうした記載は、将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包する 
ものであります。 
 実際の業績は、経営環境の変化などにより、この配付資料に記載されている予想とは 
大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 
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（ 南 都 銀 行 ） 
 
２．財政状態 

 
主要勘定の状況  

連結ベースの主要勘定は、次のような動きとなりました。 
まず、預金は上半期中５０６億円増加して、当中間期末残高は３兆８,４９９億円となり、また、

譲渡性預金も上半期中３８７億円増加して、当中間期末残高は４１３億円となりました。 
貸出金は上半期中１０７億円減少して、当中間期末残高は２兆４,６６５億円となりました。 
また、有価証券は上半期中３,４１０億円増加して、当中間期末残高は１兆８,１１１億円となり

ました。 
なお、純資産額は上半期中７７億円増加して当中間期末残高は１,９７０億円となり、これにより、

連結ベースの１株当たり純資産額は７１０円２５銭となりました。 
また、当中間期末の国内基準による連結自己資本比率〔速報値〕は９.８８％（前年中間期末 

   ９.４６％）となりました。 
連結キャッシュ・フローの状況についてみますと、当中間期末における現金及び現金同等物（以

下「資金」という。）の残高は７５６億円となり、前年中間期末に比べ５７９億円減少しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期における営業活動による資金の増加は２,６６６億円で、前年中間期に比べ資金は 
３,２０８億円増加しました。 

これは、預金の増加に加え、当中間期末はコールローンによる短期運用が減少したことやコ

ールマネー等による短期調達が大幅に増加したことなどによるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期における投資活動による資金の減少は２,９７８億円で、前年中間期に比べ資金は 
３,７４４億円減少しました。 

これは、有価証券の売却や償還による資金の流入が前年中間期に比べ減少したことに加え、

営業活動により増加した資金を使用した有価証券の取得による支出が高水準となったことなど

によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期における財務活動による資金の増加は、主として劣後特約付社債の発行による 
１９１億円で、前年中間期に比べ資金は１９８億円増加しました。 

 
 

当行単体の主要勘定は、次のような動きとなりました。 
まず、預金は、お客さまの幅広いニーズに的確にお応えするとともに、安定的な資金調達を行い

ました。この結果、個人や法人からの預金が堅調に推移しましたので預金は上半期中５０４億円増

加し、当中間期末残高は３兆８,５６６億円となりました。また、譲渡性預金は、地方公共団体から

のお預け入れが増加したことから上半期中３８７億円増加し、当中間期末残高は４１３億円となり

ました。 
貸出金は中小企業や個人向け融資の拡大に取り組むとともに、地方公共団体等からの資金のご要

請にも積極的にお応えいたしました。この結果、住宅ローンは順調に増加しましたが、地方公 
共団体への融資が減少したこと等から貸出金は上半期中１１２億円減少し、当中間期末残高は 
２兆４,８０８億円となりました。 
また、有価証券は、国債や地方債の引受に協力させていただくとともに、市場の動向を注視しな

がら積極的に運用を行ったことから上半期中３,４０９億円増加し、当中間期末残高は１兆８,１１０

億円となりました。 
なお、純資産額は上半期中７５億円増加して当中間期末残高は１,９４７億円となり、これにより、

単体ベースの１株当たり純資産額は７０１円９４銭となりました。 
また、当中間期末の国内基準による単体自己資本比率〔速報値〕は９.５９％（前年中間期末 

  ９.１９％）となりました。 
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（ 南 都 銀 行 ） 
 
 
３．事業等のリスク 
 

当行グループ（当行及び連結子会社）の事業等のリスクに関し、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性のある主な事項には、次のようなものがあります。 
当行は、様々なリスク発生の可能性を認識したうえで、その回避と万一リスクが発生した場合の

適切な対応に努めております。 
なお、記載事項のうち将来に関するものは、当中間期末現在において判断したものであります。 
（１）将来に関する事項 

景気や経済の動向、他行との競争、法的規制・監督、自然災害等 
（２）業務活動全般に関する事項 

信用リスク、流動性リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク（事務リスク、法務リ

スク）等 
（３）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する事項 

繰延税金資産の処理、退職給付債務等 
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中 間 連 結 財 務 諸 表 等 
○【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

現金預け金  135,691 3.20 79,627 1.75 92,213 2.18

コールローン及び買入手形  163,300 3.85 11,010 0.24 15,031 0.35

買現先勘定  19,999 0.47 ― ― ― ―

買入金銭債権  3,634 0.08 4,404 0.10 4,092 0.10

商品有価証券  954 0.02 977 0.02 852 0.02

金銭の信託  44,529 1.05 45,376 1.00 45,000 1.06

有価証券 ※1,7 1,318,620 31.06 1,811,124 39.84 1,470,078 34.71

貸出金 
※2,3, 
4,5,6, 
8 

2,438,318 57.43 2,466,518 54.25 2,477,252 58.49

外国為替 ※6 1,779 0.04 3,463 0.08 1,668 0.04

その他資産 ※7,9 26,747 0.63 30,632 0.67 34,509 0.81

動産不動産 ※7,10 67,969 1.60 59,778 1.31 63,904 1.51

繰延税金資産  47,606 1.12 32,222 0.71 39,675 0.94

支払承諾見返  44,139 1.04 39,344 0.87 42,592 1.01

貸倒引当金  △67,759 △1.59 △38,308 △0.84 △51,824 △1.22

資産の部合計  4,245,531 100 4,546,172 100 4,235,045 100 

(負債の部)   

預金 ※7 3,756,737 88.49 3,849,965 84.68 3,799,343 89.71

譲渡性預金  66,009 1.55 41,318 0.91 2,580 0.06

コールマネー及び売渡手形 ※7 555 0.01 102,150 2.25 10,738 0.25

債券貸借取引受入担保金 ※7 157,260 3.71 234,064 5.15 139,928 3.30

借用金 ※7 6,760 0.16 5,955 0.13 6,296 0.15

外国為替  173 0.00 270 0.01 123 0.00

社債 ※11 ― ― 20,000 0.44 ― ―

その他負債 ※9 25,277 0.60 46,732 1.03 36,372 0.86

退職給付引当金  3,360 0.08 4,143 0.09 3,193 0.08

支払承諾  44,139 1.04 39,344 0.87 42,592 1.01

負債の部合計  4,060,276 95.64 4,343,946 95.56 4,041,167 95.42

(少数株主持分)   

少数株主持分  4,444 0.10 5,189 0.11 4,621 0.11

(資本の部)   

資本金  29,249 0.69 29,249 0.64 29,249 0.69

資本剰余金  18,814 0.44 18,816 0.41 18,816 0.45

利益剰余金  118,680 2.80 121,833 2.68 120,888 2.86

その他有価証券評価差額金  15,018 0.35 29,078 0.64 22,196 0.52

自己株式  △953 △0.02 △1,940 △0.04 △1,894 △0.05

資本の部合計  180,810 4.26 197,037 4.33 189,256 4.47

負債、少数株主持分 
及び資本の部合計 

 4,245,531 100 4,546,172 100 4,235,045 100 
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

経常収益  55,147 100 52,872 100 100,417 100 

資金運用収益  32,461 34,695  65,674

(うち貸出金利息)  (22,044) (21,764)  (44,216)

(うち有価証券利息配当金)  (10,332) (12,800)  (21,245)

役務取引等収益  8,930 8,852  17,618

その他業務収益  4,118 4,220  6,089

その他経常収益 ※1 9,637 5,103  11,035

経常費用  47,465 86.07 44,630 84.41 83,573 83.23

資金調達費用  3,120 4,241  6,683

(うち預金利息)  (953) (913)  (1,883)

役務取引等費用  4,396 4,297  8,682

その他業務費用  1,656 3,729  4,232

営業経費  24,121 24,002  47,679

その他経常費用 ※2 14,169 8,360  16,295

経常利益  7,682 13.93 8,241 15.59 16,844 16.77

特別利益 ※3 913 1.65 577 1.09 1,627 1.62

特別損失 ※4 399 0.72 3,314 6.27 3,100 3.08

税金等調整前中間(当期)純利益  8,196 14.86 5,504 10.41 15,370 15.31

法人税、住民税及び事業税  309 0.56 501 0.95 1,040 1.04

法人税等調整額  3,180 5.77 2,803 5.30 6,264 6.24

少数株主利益  256 0.46 560 1.06 431 0.43

中間(当期)純利益  4,449 8.07 1,639 3.10 7,635 7.60

        
 

③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
の連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

資本剰余金期首残高  18,814 18,816 18,814

資本剰余金増加高  0 0 1

自己株式処分差益  0 0 1

資本剰余金減少高  ― ― ―

資本剰余金中間期末(期末)残高  18,814 18,816 18,816

(利益剰余金の部)   

利益剰余金期首残高  114,928 120,888 114,928

利益剰余金増加高  4,449 1,639 7,635

中間(当期)純利益  4,449 1,639 7,635

利益剰余金減少高  698 693 1,675

配当金  698 693 1,675

利益剰余金中間期末(期末)残高  118,680 121,833 120,888
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
の連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純利益  8,196 5,504 15,370

減価償却費  4,405 3,899 8,772

減損損失  ― 3,274 ―

貸倒引当金の増減(△)額  6,854 △13,516 △9,080

退職給付引当金の増減(△)額  501 950 334

資金運用収益  △32,461 △34,695 △65,674

資金調達費用  3,120 4,241 6,683

有価証券関係損益(△)  △11,716 △7,309 △12,742

金銭の信託の運用損益(△)  △529 △376 △795

為替差損益(△)  △16,859 △12,526 △11,120

動産不動産処分損益(△)  269 391 615

土地評価損  ― ― 2,659

貸出金の純増(△)減  △3,628 10,734 △42,561

預金の純増減(△)  20,049 50,622 62,655

譲渡性預金の純増減(△)  31,809 38,738 △31,619

借用金の純増減(△)  △731 △341 △1,195

預け金(日銀預け金を除く) 
の純増(△)減 

 237 504 △2,126

コールローン等の純増(△)減  △118,247 3,707 49,562

コールマネー等の純増減(△)  555 91,411 10,738

債券貸借取引受入担保金の 
純増減(△) 

 26,419 94,136 9,086

外国為替(資産)の純増(△)減  △955 △1,795 △844

外国為替(負債)の純増減(△)  56 147 5

資金運用による収入  37,065 36,702 71,871

資金調達による支出  △3,969 △4,805 △8,242

その他  △4,163 △2,445 10,419

小計  △53,720 267,154 62,771

法人税等の支払額  △446 △506 △812

営業活動によるキャッシュ・フロー  △54,166 266,648 61,959

Ⅱ 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  △514,360 △708,554 △971,717

有価証券の売却による収入  358,172 276,956 491,295

有価証券の償還による収入  236,013 138,014 406,197

金銭の信託の増加による支出  ― ― △1,021

金銭の信託の減少による収入  ― ― 816

動産不動産の取得による支出  △5,130 △3,573 △8,703

動産不動産の売却による収入  1,876 142 2,146

ソフトウェアの取得による支出  ― △858 △2,490

投資活動によるキャッシュ・フロー  76,571 △297,873 △83,477

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付社債の発行による収入  ― 19,876 ―

配当金支払額  △696 △692 △1,671

自己株式の取得による支出  ― △46 △965

その他  △19 0 5

財務活動によるキャッシュ・フロー  △716 19,137 △2,631

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  7 7 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額  21,695 △12,080 △24,146

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  111,870 87,723 111,870

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
    (期末)残高 

※１ 133,565 75,642 87,723
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

子会社10社は全て連結し

ております。 

連結子会社名 

南都地所株式会社 

南都ビジネスサービス株

式会社 

南都スタッフサービス株

式会社 

南都資産管理株式会社 

南都信用保証株式会社 

南都リース株式会社 

南都コンピュータサービ

ス株式会社 

南都投資顧問株式会社 

南都ディーシーカード株

式会社 

南都カードサービス株式

会社 

子会社10社は全て連結し

ております。 

連結子会社名 

南都地所株式会社 

南都ビジネスサービス株

式会社 

南都スタッフサービス株

式会社 

南都アセットリサーチ株

式会社 

南都信用保証株式会社 

南都リース株式会社 

南都コンピュータサービ

ス株式会社 

南都投資顧問株式会社 

南都ディーシーカード株

式会社 

南都カードサービス株式

会社 

なお、南都アセットリサ

ーチ株式会社は、設立によ

り当中間連結会計期間から

連結の範囲に含めておりま

す。 

また、南都資産管理株式

会社は清算結了により除外

しております。 

子会社10社は全て連結し

ております。 

連結子会社名 

南都地所株式会社 

南都ビジネスサービス株

式会社 

南都スタッフサービス株

式会社 

南都資産管理株式会社 

南都信用保証株式会社 

南都リース株式会社 

南都コンピュータサービ

ス株式会社 

南都投資顧問株式会社 

南都ディーシーカード株

式会社 

南都カードサービス株式

会社 

なお、南都資産管理株式

会社は清算手続中でありま

す。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

関連会社がないため持分

法を適用しておりません。

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は一致し

ております。 

同左 連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。 

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

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 

(1) 商品有価証券の評価基

準及び評価方法 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(2) 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(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、

売買目的有価証券につ

いては時価法(売却原

価は移動平均法により

算定)、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)、その他有

価証券のうち時価のあ

るものについては中間

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(売

却原価は移動平均法に

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、全部資本直入法に

より処理しておりま

す。 

(イ)  同左 (イ)有価証券の評価は、

売買目的有価証券につ

いては時価法(売却原

価は移動平均法により

算定)、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)、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に

基づく時価法(売却原

価は移動平均法により

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、全部資本直入法に

より処理しておりま

す。 

 (ロ)有価証券運用を主目

的とする単独運用の金

銭の信託において信託

財産として運用されて

いる有価証券の評価

は、時価法により行っ

ております。 

(ロ)  同左 (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 

(3) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法 

同左 

 (4) 減価償却の方法 

当行の動産不動産は、

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物  ６年～50年 

動産  ３年～20年 

連結子会社の動産不動

産については、貸与資産

はリース期間定額法、そ

の他の動産不動産につい

ては、資産の見積耐用年

数に基づき、主として定

率法により償却しており

ます。 

(4) 減価償却の方法 

 ① 動産不動産 

当行の動産不動産

は、定率法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

建物  ６年～50年

動産  ３年～20年

連結子会社の動産不

動産については、貸与

資産はリース期間定額

法、その他の動産不動

産については、資産の

見積耐用年数に基づ

き、主として定率法に

より償却しておりま

す。 

(4) 減価償却の方法 

 ① 動産不動産 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ② ソフトウェア 

自社利用のソフトウ

ェアについては、当行

並びに連結子会社で定

める利用可能期間(５

年)に基づく定額法に

より償却しておりま

す。 

 ② ソフトウェア 

同左 

 (5) 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、

予め制定した償却・引当

基準に則り、次のとおり

計上しております。 

破産、特別清算等、法

的に経営破綻の事実が発

生している債務者(以下

「破綻先」という。)に

係る債権及びそれと同等

の状況にある債務者(以

下「実質破綻先」とい

う。)に係る債権につい

ては、以下のなお書きに

記載されている直接減額

後の帳簿価額から、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、その残額を計

上しております。また、

現在は経営破綻の状況に

ないが、今後経営破綻に

陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債

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、債務者の支払

能力を総合的に判断して

必要と認める額を計上し

ております。上記以外の

債務者に係る債権につい

ては、過去の一定期間に

おける貸倒実績から算出

した貸倒実績率に基づき

計上しております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、

予め制定した償却・引当

基準に則り、次のとおり

計上しております。 

破産、特別清算等法的

に経営破綻の事実が発生

している債務者(以下

「破綻先」という。)に

係る債権及びそれと同等

の状況にある債務者(以

下「実質破綻先」とい

う。)に係る債権につい

ては、以下のなお書きに

記載されている直接減額

後の帳簿価額から、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、その残額を計

上しております。また、

現在は経営破綻の状況に

ないが、今後経営破綻に

陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債

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、債務者の支払

能力を総合的に判断して

必要と認める額を計上し

ております。上記以外の

債務者に係る債権につい

ては、過去の一定期間に

おける貸倒実績から算出

した貸倒実績率等に基づ

き計上しております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、

予め制定した償却・引当

基準に則り、次のとおり

計上しております。 

破産、特別清算等、法

的に経営破綻の事実が発

生している債務者(以下

「破綻先」という。)に

係る債権及びそれと同等

の状況にある債務者(以

下「実質破綻先」とい

う。)に係る債権につい

ては、以下のなお書きに

記載されている直接減額

後の帳簿価額から、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、その残額を計

上しております。また、

現在は経営破綻の状況に

ないが、今後経営破綻に

陥る可能性が大きいと認

められる債務者に係る債

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、債務者の支払

能力を総合的に判断して

必要と認める額を計上し

ております。上記以外の

債務者に係る債権につい

ては、過去の一定期間に

おける貸倒実績から算出

した貸倒実績率等に基づ

き計上しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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。 

なお、破綻先及び実質

破綻先に対する担保・保

証付債権等については、

債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可

能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込

額として債権額から直接

減額しており、その金額

は63,253百万円でありま

す。 

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。

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。 

なお、破綻先及び実質

破綻先に対する担保・保

証付債権等については、

債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可

能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込

額として債権額から直接

減額しており、その金額

は60,136百万円でありま

す。 

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。

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。 

なお、破綻先及び実質

破綻先に対する担保・保

証付債権等については、

債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可

能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込

額として債権額から直接

減額しており、その金額

は65,229百万円でありま

す。 

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。

 (6) 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、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。また、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。 

数理計算上の差異：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 

(6) 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、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

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

生年度に全額を一時

費用処理 

数理計算上の差異：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 

(6) 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

生年度に全額を一時

費用処理 

数理計算上の差異：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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (追加情報) 

当行は、確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚

生年金基金の代行部分に

ついて、平成16年４月１

日に厚生労働大臣から過

去分返上の認可を受け、

平成16年10月５日に国に

返還額(最低責任準備金)

の納付を行いました。 

当連結会計年度におけ

る損益に与えている影響

額は、「その他経常収

益」として117百万円計

上しております。 

 (7) 外貨建資産・負債の換

算基準 

当行の外貨建資産・負

債は、中間連結決算日の

為替相場による円換算額

を付しております。 

(7) 外貨建資産・負債の換

算基準 

同左 

(7) 外貨建資産・負債の換

算基準 

当行の外貨建資産・負

債については、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。

 (8) リース取引の処理方法

当行並びに連結子会社

のリース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

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。 

(8) リース取引の処理方法

同左 

(8) リース取引の処理方法

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (9) 重要なヘッジ会計の方
法 

(イ)金利リスク・ヘッジ 
 当行の金融資産・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
る貸出金・預金等とヘッ
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。また、キャッシ
ュ・フローを固定するヘ
ッジについては、ヘッジ
対象とヘッジ手段の金利
変動要素の相関関係の検
証により有効性の評価を
行っております。 

また、当中間連結会計
期間末の中間連結貸借対
照表に計上している繰延
ヘッジ損益のうち、「銀
行業における金融商品会
計基準適用に関する当面
の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15号)を適用して実
施しておりました多数の
貸出金・預金等から生じ
る金利リスクをデリバテ
ィブ取引を用いて総体で
管理する従来の「マクロ
ヘッジ」に基づく繰延ヘ
ッジ損益は、「マクロヘ
ッジ」で指定したそれぞ
れのヘッジ手段の残存期
間・想定元本金額に応じ
平成15年度から15年間に
わたって、資金調達費用
又は資金運用収益として
期間配分しております。

なお、当中間連結会計
期間末における「マクロ
ヘッジ」に基づく繰延ヘ
ッジ損失は2,928百万円
であります。 

(9) 重要なヘッジ会計の方
法 

(イ)金利リスク・ヘッジ 
 当行の金融資産・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
る貸出金・預金等とヘッ
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。また、キャッシ
ュ・フローを固定するヘ
ッジについては、ヘッジ
対象とヘッジ手段の金利
変動要素の相関関係の検
証により有効性の評価を
行っております。 

また、当中間連結会計
期間末の中間連結貸借対
照表に計上している繰延
ヘッジ損益のうち、「銀
行業における金融商品会
計基準適用に関する当面
の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15号)を適用して実
施しておりました多数の
貸出金・預金等から生じ
る金利リスクをデリバテ
ィブ取引を用いて総体で
管理する従来の「マクロ
ヘッジ」に基づく繰延ヘ
ッジ損益は、「マクロヘ
ッジ」で指定したそれぞ
れのヘッジ手段の残存期
間・想定元本金額に応じ
平成15年度から15年間に
わたって、資金調達費用
又は資金運用収益として
期間配分しております。

なお、当中間連結会計
期間末における「マクロ
ヘッジ」に基づく繰延ヘ
ッジ損失は1,480百万円
であります。 

(9) 重要なヘッジ会計の方
法 

(イ)金利リスク・ヘッジ 
当行の金融資産・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
る貸出金・預金等とヘッ
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。また、キャッシ
ュ・フローを固定するヘ
ッジについては、ヘッジ
対象とヘッジ手段の金利
変動要素の相関関係の検
証により有効性の評価を
行っております。 

また、当連結会計年度
末の連結貸借対照表に計
上している繰延ヘッジ損
益のうち、「銀行業にお
ける金融商品会計基準適
用に関する当面の会計上
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15
号)を適用して実施して
おりました多数の貸出
金・預金等から生じる金
利リスクをデリバティブ
取引を用いて総体で管理
する従来の「マクロヘッ
ジ」に基づく繰延ヘッジ
損益は、「マクロヘッ
ジ」で指定したそれぞれ
のヘッジ手段の残存期
間・想定元本金額に応じ
平成15年度から15年間に
わたって、資金調達費用
又は資金運用収益として
期間配分しております。

なお、当連結会計年度
末における「マクロヘッ
ジ」に基づく繰延ヘッジ
損失は2,161百万円であ
ります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

当行の外貨建有価証券

(債券以外)の為替変動リ

スクをヘッジするため、

事前にヘッジ対象となる

外貨建有価証券の銘柄を

特定し、当該外貨建有価

証券について外貨ベース

で取得原価以上の直先負

債が存在していること等

を条件に、包括ヘッジと

して時価ヘッジを適用し

ております。 

(ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

同左 

(ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

同左 

 (10)消費税等の会計処理 

  当行並びに連結子会社

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。 

(10)消費税等の会計処理 

同左 

(10)消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)の範

囲は、中間連結貸借対照表

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 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)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。 

 

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 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第６

号平成15年10月31日)を当中間連結

会計期間から適用しております。こ

れにより、税金等調整前中間純利益

は3,274百万円減少しております。 

 なお、銀行業においては、「銀行

法施行規則」(昭和57年大蔵省令第

10号)に基づき減価償却累計額を直

接控除により表示しているため、減

損損失累計額につきましては、各資

産の金額から直接控除しておりま

す。 

――――――― 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年３月法律第９号)が平

成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後開始する連結会計年

度より法人事業税に係る課税標準の

一部が「付加価値額」及び「資本等

の金額」に変更されることになりま

した。これに伴い、当行及び一部の

連結子会社は、「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」

(企業会計基準委員会実務対応報告

第12号)に基づき、「付加価値額」

及び「資本等の金額」に基づき算定

された法人事業税について、当中間

連結会計期間から中間連結損益計算

書中の「営業経費」に含めて表示し

ております。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べて当中間連結会計期間の

「営業経費」は90百万円増加し、

「経常利益」及び「税金等調整前中

間純利益」は90百万円それぞれ減少

しております。 

――――――― (外形標準課税) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年３月法律第９号)が平

成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後開始する連結会計年

度より法人事業税に係る課税標準の

一部が「付加価値額」及び「資本等

の金額」に変更されることになりま

した。これに伴い、当行及び一部の

連結子会社は「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」

(企業会計基準委員会実務対応報告

第12号)に基づき、「付加価値額」

及び「資本等の金額」に基づき算定

された法人事業税について、当連結

会計年度から連結損益計算書中の

「営業経費」に含めて表示しており

ます。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べて当連結会計年度の「営業

経費」は185百万円増加し、「経常

利益」及び「税金等調整前当期純利

益」は185百万円それぞれ減少して

おります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 無担保の消費貸借契約(債券

貸借取引)により貸し付けてい

る有価証券が、「有価証券」中

のその他の証券に37,895百万円

含まれております。 

※１ 無担保の消費貸借契約(債券

貸借取引)により貸し付けてい

る有価証券が、「有価証券」中

の国債に49,945百万円含まれて

おります。 

※１   ――――――― 

※２ 貸出金のうち、破綻先債権額

は7,154百万円、延滞債権額は

115,645百万円であります。 

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4,577百万円、延滞債権額は

86,349百万円であります。 

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5,609百万円、延滞債権額は

105,680百万円であります。 

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1,885百万円であり

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2,839百万円であり

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1,912百万円であり

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。 
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前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※４ 貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は26,460百万円でありま

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、元本の返済猶予その他

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29,732百万円でありま

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、元本の返済猶予その他

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26,064百万円でありま

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、元本の返済猶予その他

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

151,146百万円であります。 

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

123,499百万円であります。 

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

139,266百万円であります。 

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45,790

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42,140

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

45,648百万円であります。 

※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 

有価証券 260,174百万円

担保資産に対応する債務 

預金 28,643百万円

債券貸借取引
受入担保金 

157,260百万円

上記のほか、為替決済等の取

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 

65,845百万円を差し入れており

ます。 

また、借用金6,760百万円の

担保として未経過リース料契約

債権3,650百万円を差し入れて

おります。 

なお、動産不動産のうち保証

金権利金は2,608百万円、その

他資産のうち先物取引差入証拠

金は40百万円であります。 

※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 

有価証券 338,590百万円

担保資産に対応する債務 

預金 281,936百万円

債券貸借取引
受入担保金 

234,064百万円

売渡手形 10,000百万円

上記のほか、為替決済等の取

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

67,165百万円を差し入れており

ます。 

また、借用金5,955百万円の

担保として未経過リース料契約

債権3,778百万円を差し入れて

おります。 

なお、動産不動産のうち保証

金権利金は2,547百万円、その

他資産のうち先物取引差入証拠

金は41百万円であります。 

※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 

有価証券 240,893百万円

担保資産に対応する債務 

預金 36,806百万円

債券貸借取引
受入担保金 

139,928百万円

上記のほか、為替決済等の取

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

66,042百万円を差し入れており

ます。 

また、借用金6,296百万円の

担保として未経過リース料契約

債権3,855百万円を差し入れて

おります。 

なお、動産不動産のうち保証

金権利金は2,503百万円、その

他資産のうち先物取引差入証拠

金は40百万円であります。 
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前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※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

貸し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896,023百万

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891,773百万円あります。 

※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

貸し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894,822百万

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885,992百万円あります。 

※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

貸し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916,372百万

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907,282百万円あります。 

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当行及び

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、当行及び連結

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

(半年毎に)予め定めている行内

(社内)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。 

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当行及び

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、当行及び連結

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

め定めている行内(社内)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。 

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当行及び

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、当行及び連結

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

(半年毎に)予め定めている行内

(社内)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。 

※９ ヘッジ手段に係る損益又は評

価差額が、「その他資産」に繰

延ヘッジ損失として2,625百万

円、「その他負債」に繰延ヘッ

ジ利益として925百万円、それ

ぞれ含まれております。 

※９ ヘッジ手段に係る損益又は評

価差額が、「その他資産」に繰

延ヘッジ損失として1,268百万

円、「その他負債」に繰延ヘッ

ジ利益として760百万円、それ

ぞれ含まれております。 

※９ ヘッジ手段に係る損益又は評

価差額が、「その他資産」に繰

延ヘッジ損失として2,105百万

円、「その他負債」に繰延ヘッ

ジ利益として668百万円、それ

ぞれ含まれております。 

※10 動産不動産の減価償却累計額 

60,819百万円 

※10 動産不動産の減価償却累計額

65,047百万円

※10 動産不動産の減価償却累計額

64,822百万円

※11   ――――――― ※11 社債は、劣後特約付無担保社

債であります。 

※11   ――――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ その他経常収益には、株式等

売却益8,439百万円を含んでお

ります。 

※１ その他経常収益には、株式等

売却益3,958百万円を含んでお

ります。 

※１ その他経常収益には、株式等

売却益9,170百万円を含んでお

ります。 

※２ その他経常費用には、貸倒引

当金繰入額7,660百万円及び貸

出金償却4,569百万円を含んで

おります。 

※２ その他経常費用には、貸倒引

当金繰入額1,478百万円及び貸

出金償却6,474百万円を含んで

おります。 

※２ その他経常費用には、貸出金

償却9,688百万円を含んでおり

ます。 

※３ 特別利益は、動産不動産処分

益97百万円及び償却債権取立益

816百万円であります。 

※３ 特別利益には、償却債権取立

益560百万円を含んでおりま

す。 

※３ 特別利益は、動産不動産処分

益98百万円及び償却債権取立益

1,529百万円であります。 

※４ 特別損失には、動産不動産処

分損384百万円を含んでおりま

す。 

※４ 当行は、以下の資産グループ

について減損損失を計上してお

ります。 

地域 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

奈良 

県内 
店舗等10か所 

土地及び

建物等 
1,484

奈良 

県内 
遊休資産３か所

土地及び

建物等 
98

奈良 

県外 
店舗等７か所 

土地及び

建物等 
1,677

奈良 

県外 
遊休資産１か所

土地及び

建物等 
14

上記固定資産につきまして

は、継続的な地価の下落及び使

用方法の変更並びに営業キャッ

シュ・フローの低下により、帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(3,274百万円)として特別損失

に計上しております。 

グルーピングの方法につきま

しては、当行の店舗等は個別に

継続的な収支の把握を行ってい

ることから営業店舗単位で行

い、遊休資産は各資産単位で行

っております。また、本部、事

務センター、研修所等は複数の

資産又は資産グループの将来キ

ャッシュ･フローの生成に寄与

する資産であることから共用資

産としております。 

連結子会社は、各社を１つの

資産グループとしております。

回収可能価額の算定は、原則

として正味売却価額によってお

り、不動産鑑定評価基準に基づ

き評価した額より処分費用見込

額を控除して算定しておりま

す。また、一部店舗等の回収可

能価額につきましては使用価値

により測定しており、将来キャ

ッシュ･フローを6.1％で割り引

いて算定しております。 

※４ 特別損失は、動産不動産処分

損441百万円及び土地評価損(所

有不動産のうち処分可能見込額

が帳簿価額を著しく下回ってい

るものにつき評価減を行ったも

の)2,659百万円であります。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

（平成16年９月30日現在） 

現金預け金勘定 135,691百万円 

定期預け金 △550百万円 

当座預け金 △1,492百万円 

その他の預け金 △83百万円 

現金及び 
現金同等物 

133,565百万円 

  

※１ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

（平成17年９月30日現在） 

現金預け金勘定 79,627百万円

定期預け金 △2,550百万円

当座預け金 △1,352百万円

その他の預け金 △82百万円

現金及び 
現金同等物 

75,642百万円

  

※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 

 

（平成17年３月31日現在） 

現金預け金勘定 92,213百万円

定期預け金 △2,550百万円

当座預け金 △1,838百万円

その他の預け金 △100百万円

現金及び 
現金同等物 

87,723百万円

  

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う予定でありますので、記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

※１ 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパー及

びその他の買入金銭債権を含めて記載しております。 

※２ 「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」については、中間財務諸表における注記事

項として記載しております。 
 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成16年９月30日現在) 

該当ありません。 
 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成16年９月30日現在) 
 

 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照
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 67,131 85,996 18,865 20,520 1,655

債券 779,490 785,139 5,648 6,894 1,246

国債 464,828 469,047 4,218 4,542 324

地方債 171,429 172,063 633 1,251 617

社債 143,232 144,028 795 1,100 304

その他 435,430 436,134 703 4,075 3,371

合計 1,282,052 1,307,269 25,217 31,490 6,273

(注) １ 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等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 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成16年９月30日現在) 

 
 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 

非上場内国債券 5,339

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,230

非上場外国証券 7,062

コマーシャル・ペーパー 999
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Ⅱ 当中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 
 

 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照
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 71,593 119,567 47,974 48,467 493

債券 947,525 948,632 1,106 4,100 2,993

国債 625,197 626,016 819 2,363 1,543

地方債 187,189 186,841 △347 829 1,177

社債 135,138 135,773 635 907 271

その他 738,593 737,980 △612 6,312 6,925

合計 1,757,712 1,806,180 48,468 58,881 10,412

(注) １ 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等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 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成17年９月30日現在) 

 
 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 

非上場内国債券 4,980

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,346

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 2,804

 

Ⅲ 前連結会計年度末 

１ 売買目的有価証券(平成17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 852 2
 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年３月31日現在) 

該当ありません。 
 

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成17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 67,950 96,723 28,773 29,177 403

債券 869,079 879,153 10,074 10,479 404

国債 560,333 567,545 7,211 7,212 0

地方債 163,397 164,965 1,567 1,844 276

社債 145,348 146,643 1,295 1,422 127

その他 491,800 490,196 △1,603 4,707 6,311

合計 1,428,829 1,466,074 37,244 44,364 7,120

(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、

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、737百万円(株式737百万円)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、連結会計年度末日における時価が取得原価

に比べて50％以上下落した場合、あるいは連結会計年度末日の時価の下落率が30％以上50％未満の場合で
１年以内に時価の回復する見込みがない場合であります。 
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４ 当該連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当ありません。 

 
５ 当該連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17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 496,306 14,727 1,231
 

６ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日現在) 
 

 金額(百万円) 

満期保有目的の債券 

非上場内国債券 5,549

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,202

非上場外国証券 0

コマーシャル・ペーパー 999
 

７ 保有目的を変更した有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当ありません。 

 

８ 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17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 39,063 354,078 264,781 226,780

国債 6,884 168,377 172,119 220,163

地方債 6,713 80,874 71,003 6,373

社債 25,464 104,825 21,658 244

その他 8,060 261,347 144,089 35,505

合計 47,124 615,425 408,870 262,285

 

(金銭の信託関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の金銭の信託(平成16年９月30日現在) 
該当ありません。 

 
２ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成16年９月30日現在) 

該当ありません。 
 

Ⅱ 当中間連結会計期間末 

１ 満期保有目的の金銭の信託(平成17年９月30日現在) 
該当ありません。 

 
２ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 
 

Ⅲ 前連結会計年度末 

１ 運用目的の金銭の信託(平成17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)

運用目的の金銭の信託 45,000 295
 

２ 満期保有目的の金銭の信託(平成17年３月31日現在) 
該当ありません。 

 
３ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成17年３月31日現在) 

該当ありません。 
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(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末 

○その他有価証券評価差額金(平成16年９月30日現在) 

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 

 金額(百万円) 

評価差額 25,217

その他有価証券 25,217

繰延税金負債(△) 10,162

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 15,054

少数株主持分相当額(△) 35

その他有価証券評価差額金 15,018

 

Ⅱ 当中間連結会計期間末 

○その他有価証券評価差額金(平成17年９月30日現在) 

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 

 金額(百万円) 

評価差額 48,782

その他有価証券 48,782

繰延税金負債(△) 19,659

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 29,123

少数株主持分相当額(△) 44

その他有価証券評価差額金 29,078

 

Ⅲ 前連結会計年度末 

○その他有価証券評価差額金(平成17年３月31日現在) 

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 

 

 金額(百万円) 

評価差額 37,244

その他有価証券 37,244

繰延税金負債(△) 15,009

その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 22,234

少数株主持分相当額(△) 38

その他有価証券評価差額金 22,196

 

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う予定でありますので、記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 

 
銀行・証券業務

(百万円) 
その他の業務
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益  

(1)外部顧客に対する 
  経常収益 

51,175 3,972 55,147 ― 55,147

(2)セグメント間の 
  内部経常収益 

245 2,934 3,179 3,179 ―

計 51,420 6,907 58,327 3,179 55,147

経常費用 44,275 6,301 50,577 3,111 47,465

経常利益 7,144 605 7,750 68 7,682

 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
銀行・証券業務

(百万円) 
その他の業務
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益  

(1)外部顧客に対する 
  経常収益 

49,093 3,778 52,872 ― 52,872

(2)セグメント間の 
  内部経常収益 

227 3,009 3,236 3,236 ―

計 49,320 6,788 56,109 3,236 52,872

経常費用 41,968 6,124 48,093 3,463 44,630

経常利益 7,351 664 8,015 △226 8,241

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
銀行・証券業務

(百万円) 
その他の業務
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
（百万円） 

経常収益  

(1)外部顧客に対する 
  経常収益 

92,579 7,838 100,417 ― 100,417

(2)セグメント間の 
  内部経常収益 

467 5,877 6,344 6,344 ―

計 93,046 13,716 106,762 6,344 100,417

経常費用 77,320 12,354 89,675 6,101 83,573

経常利益 15,725 1,361 17,087 242 16,844

(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 業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。 

３ 各業務の主な内容は次のとおりであります。 

(1) 銀行・証券業務・・・・・銀行業、証券業 

(2) その他の業務・・・・・・信用保証、リース業、ソフトウエア開発等、クレジットカードほか 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 

平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成

17年３月31日) 

 

当行は、在外支店及び在外子会社を有しておりませんので、所在地別セグメント情報は記載して

おりません。 

 

【国際業務経常収益】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

 
 金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 7,311

Ⅱ 連結経常収益 55,147

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 13.25

 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 
 金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 9,446

Ⅱ 連結経常収益 52,872

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 17.86

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
 金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 14,610

Ⅱ 連結経常収益 100,417

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合(％) 14.55

(注) １ 一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しております。 

２ 国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金

融取引勘定における諸取引に係る経常収益であります。 

 

(生産、受注及び販売の状況) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 

平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成

17年３月31日) 

 

銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。 

 

 




