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１. 19年3月期の連結業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日）

(1)連結経営成績 （％表示は対前期増減率であります。）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年  3月期 （　　 7.0 ） （　　 △37.8 ） （　　 △2.8 ）

18年  3月期 （　　 11.7 ） （　　 △8.1 ） （ 　　△13.5 ）

  

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年  3月期 15 ―

18年  3月期 80 ―
(参考)　持分法投資損益 19年3月期　　　　　―　百万円 18年3月期　　　　　―　百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

19年  3月期 48

18年  3月期 00
(参考)　自己資本　　　　　　19年  3月期     203,642百万円    　　　　　18年  3月期       ―  百万円

　（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。

　（注2）「連結自己資本比率（国内基準）」は、平成19年3月期より「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己　　

　　　　資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。

    　　　　なお、平成18年3月期は旧基準により算出しております。

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

19年  3月期

18年  3月期

２.配当の状況

（基準日）

百万円 ％ ％

18年  3月期

19年  3月期

　20年 3月期
    （ 予 想 ）

３. 20年3月期の連結業績予想（ 平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率であります。）

　
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期

通　 　期 41

18,407

18,399

92,716

83,141

120,041

112,140

13.8

8.023

総   資   産
経常利益率

経 常 収 益
経常利益率

15,474

3.4

3.2

（△2.3） （265.2） （496.8） 11 90

（△6.3） （19.5）

経常収益 経常利益 当期純利益

0000 00 21.9

純資産 自己資本比率
(注1)

4.4

4.2

連結自己資本比率
（国内基準）(注2)

6,419

6,603

配当性向
（連　結）

１株当たり当期純利益

11.15

現金及び現金同等物
期　　末　　残　　高

（18.4） 27

707

734

10.02

4,654,230 227,865

4,682,120

総資産

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ ・ フロー

196,096

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

23 0.3

0.2

１株当たり純資産

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

年　　間

１株当たり配当金

中間期末

配当金総額
（年　間）

△ 151,865

305,670

143,032

△ 328,664

経常収益 当期純利益経常利益

9,627

00 00

純資産配当率
（連　結）

1,386

1,663

21.0

25.9

0.7

0.86

6

00

2

3

3

50 005

円　　銭円　　銭

2

57,000

112,500

5,000

11,500

3,300

7,600

3

3

期　　末

円　　銭

50
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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）　　　有　
　　　新規　　１　社　（社名　Ｎａｎｔｏ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｃａｙｍａｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ ）　　　除外　　―　社　

　　　　（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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）
　　　①　会計基準等の改正に伴う変更 　有

　　　②　①以外の変更 　有

　　　〔（注）詳細は、15ページ「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）
　　　①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期 株 18年3月期 株
　　　②　期末自己株式数 19年3月期 株 18年3月期 株
　　　（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、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１. 19年3月期の個別業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日）

(1)個別経営成績 （％表示は対前期増減率であります。）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年  3月期 （　　 6.3 ） （　　 △26.4 ） （　　 △1.7 ）

18年  3月期 （　　 12.7 ） （　　 △3.5 ） （ 　　△13.4 ）

  

円 銭 円 銭

19年  3月期 82 ―

18年  3月期 21 ―

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

19年  3月期 94

18年  3月期 79
(参考)　自己資本　　　　　　19年  3月期     201,274百万円    　　　　　18年  3月期       ―  百万円

　(注1)「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

　（注2)「単体自己資本比率（国内基準）」は、平成19年3月期より「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己　

　　　　資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。

 　　 　　  なお、平成18年3月期は旧基準により算出しております。

２. 20年3月期の個別業績予想（ 平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率であります。）

　
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期

通　 　期

　　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、資料の3ページを参照してください。

（361.5） 82

725 10.93

9.70

4.3

単体自己資本比率
（国内基準）(注2)

自己資本比率
(注1)

（△6.0）

53,000

104,500

4,500

10,500

（△2.0）

（△6.3）

698

25

3,000

7,000

（568.6）

（10.6）

10

25

総資産 純資産

193,820 4.2

111,477

104,870

11,172

15,172

経常収益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

１株当たり純資産

4,669,560

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

22

23

4,642,078 201,274

経常収益 経常利益 当期純利益

6,440

281,756,564
4,496,626

281,756,564
4,389,981

6,327

〔速報値〕
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１． 経営成績  

（1） 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

連結ベースの経常収益は、当行単体において貸出金利息及び有価証券利息配当金を中心に「資

金運用収益」が増加したこと等から、前期比７９億円増加の１，２００億円となりました。 

一方、「連結経常費用」は、当行単体において「資金調達費用」の増加や貸倒引当金繰入額の

増加により「その他経常費用」が増加したこと等から、前期比１３７億円増加の１，１０４億円

となりました。 

以上の結果、「連結経常利益」は前期比５８億円減少の９６億円となり、また、「当期純利益」

は前期比１億円減少して６４億円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり当期純利益は２３円１５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、前期に比べ貸出金利息及び有価証券利息配当金

の増加等により「資金運用収益」が増加したことや、投資信託及び保険の販売手数料の増加等に

より「役務取引等収益」が増加しましたので、「経常収益」は前期比６６億円増加の１，１１４億

円となりました。 

一方、費用面では、預金利息や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、一層保守的に貸倒引当金を積み増したことで「その他経常費用」が増加しましたの

で、「経常費用」は前期比１０６億円増加の１，００３億円となりました。 

この結果、「経常利益」は前期比３９億円減少の１１１億円となりましたが、当期は固定資産の

減損損失が減少しましたので、「当期純利益」は前期比１億円減少の６３億円となりました。 

これにより、１株当たり当期純利益は２２円８２銭となりました。 

（次期の見通し） 

平成２０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１，１２５億円、経常利益１１５億円、また、当期純利益７６億円

をそれぞれ予想しております。 
当行単体では、経常収益１，０４５億円、経常利益１０５億円、当期純利益７０億円、また、 

業務純益１７５億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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（2） 財政状態に関する分析 

（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、預金は期中７１３億円増加して、当期末残高は３兆９，３７２億円となり、また、

譲渡性預金も期中１，７７１億円増加して、当期末残高は２，１８４億円となりました。 

貸出金は期中７４２億円増加して、当期末残高は２兆６，３１３億円となりました。 

一方、有価証券は期中１，４１９億円減少して、当期末残高は１兆６，９９６億円となりました。 

なお、純資産額の当期末残高は２，２７８億円となり、これにより、連結ベースの１株当た

り純資産額は７３４円４８銭となりました。 

また、当期末の国内基準による連結自己資本比率〔速報値〕は１１．１３％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９２７億円となり、前期末に比べ９５億円増加しました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動による資金の減少は１，５１８億円で、資金は前期比４，５７５億円

減少しました。 
これは、前期は有価証券運用の増加に伴い営業活動による資金の調達が高水準となりま

したが、当期はこうした要因がなく、コールマネー等や債券貸借取引受入担保金等による

資金調達が大幅に減少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） 

当期における投資活動による資金の増加は１，４３０億円で、資金は前期比４，７１６億円

増加しました。 
これは、当期においては、前期のような営業活動により調達した資金を使用した有価証

券の取得による支出が大幅に減少し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） 

当期における財務活動による資金の増加は、主として海外特別目的会社が発行した優先

出資証券の払込等による１８４億円で、資金は前期比ほぼ横ばいとなりました。 
 

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、お客さまに満足いただける金融商品・サービスの拡充に努め、安定的な資

金調達を行いました。この結果、個人や法人からのご預金が順調に推移しましたので、預金

は期中７１２億円増加し、当期末残高は３兆９，４４６億円となりました。 
 また、譲渡性預金も法人や地方公共団体からのお預け入れが増加したことから期中 
１，７７１億円増加し、当期末残高は２，１８４億円となりました。 
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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、住宅ローンなど個人向けや事業

性融資が順調に増加したことから期中７３７億円増加し、当期末残高は２兆６，４５３

億円となりました。 

一方、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

視して効率運用を行ったことから期中１，４１３億円減少し、当期末残高は１兆７，００１億

円となりました。 

なお、純資産額の当期末残高は ２，０１２億円となり、これにより、単体ベースの１株 
当たり純資産額は７２５円９４銭となりました。 

また、当期末の国内基準による単体自己資本比率〔速報値〕は１０．９０％となりました。 

 
（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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配分につきましても安定的な配当の継続を基本方針とするとともに、 
体力に応じて増配や無償交付を実施するなど、常々特段の配慮をしております。 

このような基本方針のもと、当行の期末配当金につきましては１株につき３円 00 銭とし、 
前期に比べ 50 銭増配させていただく予定であり、これにより、当期の配当金は中間配当金 
３円00銭と合わせて年間6円00銭となり、前期の配当金５円00銭から1円の増配となります。 

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。 

なお、次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。 
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２．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１１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１１２ヵ店 

                           銀    行     業     務       出張所１６ヵ所 

                                              香港駐在員事務所、上海駐在員事務所 

                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 

※ Nanto Preferred Capital Cayman Limited 

 
※は、連結子会社であります。 

なお、Nanto Preferred Capital Cayman Limited は、 

設立により当連結会計年度から連結の範囲に含めております。 

 

南 都 銀 行 
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３．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） 目標とする経営指標及び中長期的な経営戦略 

○ 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 
 
○ 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 

〈主な重点戦略〉 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【個人預り資産残高の推移】 （単位：億円）

18年3月末比 18年9月末比

個人預り資産合計 3,080 3,522 3,826 745 304
投資信託 1,517 1,816 2,141 623 324
公共債保護預り 1,428 1,571 1,575 146 4
外貨預金 134 134 109 △ 24 △ 24

18年9月末 19年3月末18年3月末

【貸出金残高の推移】 （単位：億円）

18年3月末比 18年9月末比

中小企業等向け 17,287 17,521 17,876 589 354
うち個人向け 6,980 7,258 7,598 618 339

うち住宅ローン 5,613 5,916 6,266 653 350

18年9月末 19年3月末18年3月末
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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や京都において、

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 
新大阪支店 平成 18 年 8 月 7 日 大阪市北部及びその周辺地域 
京都南支店 平成 18 年 12 月 4 日 京都市南部及びその周辺地域 

上記両支店では、法人取引のみならず、個人ローンの専門スタッフを配置し、住宅 
ローンなどのニーズにお応えしております。 
また、下記８ヵ所の住宅ローンセンターでは、住宅ローンに関する相談受付から融資に 

至るまで、お客さまのニーズに迅速に対応しております。 
住宅ローンセンター 

奈良県内（７ヵ所） 学園前、平城、真美ヶ丘、奈良、生駒、橿原、王寺 
大阪府内（１ヵ所） 大阪（大阪市中央区難波） 

 
③取引先の経営サポートの強化 

創業支援をはじめ、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。地元企業の国際化支援として、バリュー開発部が中心となり、海外戦略セミ

ナーや中国・上海においてビジネス商談会を開催し、取引先の中国ビジネスを強力にサポー

トしております。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。 

（3） 対処すべき課題 
当行では現在、将来の成長と飛躍に向け､平成１７年４月から３か年の中期経営計画である 

｢バリューアップ“ＮＡＮＴＯ”～新たな成長…お客さまとともに～｣に基づき、「収益力の強

化」「お客さま満足の向上」を柱として、ステークホルダーとの揺るぎない信頼関係の構築と、

持続的な企業価値の向上に取り組んでいます。 
この経営の基本方針のもと、当行ではまず、収益力を強化するための取り組みの一環として、

事業性融資や個人ローンの拡大に注力しています。中小企業等への融資につきまして、主要銀

行の地方進出等とも相まって競争が全般的に厳しさを増していますが、当行は、地元の奈良や

京都をはじめ大阪エリアを重点市場と位置付け、これら重点地域を中心に経営資源を積極的に

投入するなど｢攻め｣に軸足を置いた戦略を展開することで、融資拡大・収益強化をはかってい

ます。 
 また、中小企業経営の支援や事業再生支援等にも継続的に取り組むことはもとより、利便性

の高い商品・サービスを提供することで、預かり資産の増強にも努めてまいります。 
当行では、こうした諸施策への取り組みの推進・強化によって安定的に収益をあげられる体

質を構築し、株主の皆さまをはじめ各ステークホルダーからの期待に応えてまいる所存であり

ます。 
一方、当行が今後とも地域の発展に貢献するという使命を果たしていくためには、経営管理

やリスク管理の高度化等を通じて経営体質の強化をはかり、お客さまの信頼を得ることが不可

欠となります。 
本年３月期からバーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の適用が開始されましたが、当行で

はこれまでにも増してリスク計測の精緻化と、リスク管理の高度化を促進してまいります。 
 また、財務報告に係る内部統制の整備・運用をすすめ、内部管理態勢や法令等遵守態勢を一

層強化するとともに、適切な情報開示やＩＲの充実によって経営の透明性を高め、地域のお客

さまや株主の皆さまからの十分な信認確保にも努めてまいります。 
さらに、本年９月には金融商品取引法の完全施行が予定されています。当行では、同法律の

精神を踏まえ、多様化・複雑化する各種金融商品のリスクや特性を十分に理解したうえで安心

して当行とお取引いただけるよう、お客さまへの説明・相談態勢を充実・強化いたします。こ

のほか、キャッシュカードの不正利用等多発する金融犯罪防止に向けた対策やセキュリティ向

上策の拡充など、利用者保護の観点からの取り組みも徹底してまいります。 
当行は、地域とともに歩み発展するという地方銀行の使命を常に念頭に置き、今後とも役職

員一同持てる力を最大限発揮して豊かで活力ある地域経済・社会の実現と、企業価値の一層の

向上をめざしてまいります。 
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４．連結財務諸表  

 (1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分  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  92,790 1.98 117,007 2.51

コールローン及び買入手形  3,438 0.07 40,037 0.86

買入金銭債権  7,669 0.16 8,867 0.19

商品有価証券  2,068 0.05 3,912 0.08

金銭の信託  46,000 0.98 45,000 0.97

有価証券  1,841,584 39.33 1,699,653 36.52

貸出金  2,557,111 54.62 2,631,388 56.54

外国為替  1,481 0.03 1,168 0.03

その他資産  32,038 0.69 34,130 0.73

動産不動産  60,274 1.29 ― ―

有形固定資産  ― ― 56,043 1.20

 建物  ― 12,488

 土地  ― 22,270

 建設仮勘定  ― 99

 その他の有形固定資産  ― 21,185

無形固定資産  ― ― 3,264 0.07

 ソフトウェア  ― 2,673

 その他の無形固定資産  ― 591 

繰延税金資産  32,481 0.69 28,809 0.62

支払承諾見返  37,244 0.80 28,901 0.62

貸倒引当金  △32,063 △0.69 △43,955 △0.94

資産の部合計  4,682,120 100 4,654,230 100 
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)  

預金  3,865,888 82.57 3,937,232 84.59

譲渡性預金  41,243 0.88 218,428 4.69

コールマネー及び売渡手形  177,671 3.79 295 0.01

売現先勘定  4,485 0.09 ― ―

債券貸借取引受入担保金  274,991 5.87 149,800 3.22

借用金  5,970 0.13 26,112 0.56

外国為替  373 0.01 164 0.00

社債  20,000 0.43 20,000 0.43

その他負債  48,820 1.04 39,299 0.85

退職給付引当金  4,548 0.10 5,509 0.12

役員退職慰労引当金  ― ― 621 0.01

支払承諾  37,244 0.80 28,901 0.62

負債の部合計  4,481,239 95.71 4,426,365 95.10

(少数株主持分)  

4,784 0.10 ― ―少数株主持分 

(資本の部) 
 

資本金  29,249 0.63 ― ―

資本剰余金  18,817 0.40 ― ―

利益剰余金  126,104 2.69 ― ―

その他有価証券評価差額金  23,908 0.51 ― ―

自己株式  △1,982 △0.04 ― ―

資本の部合計  196,096 4.19 ― ―

負債、少数株主持分及び 
資本の部合計 

 4,682,120 100 ― ―

(純資産の部)   

資本金  ― ― 29,249 0.63

資本剰余金  ― ― 18,819 0.40

利益剰余金  ― ― 130,998 2.82

自己株式  ― ― △2,053 △0.04

株主資本合計  ― ― 177,014 3.81

その他有価証券評価差額金  ― ― 26,411 0.57

繰延ヘッジ損益  ― ― 216 0.00

評価・換算差額等合計  ― ― 26,628 0.57

少数株主持分  ― ― 24,222 0.52

   純資産の部合計  ― ― 227,865 4.90

 負債及び純資産の部合計  ― ― 4,654,230 100 
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

経常収益  112,140 100 120,041 100 

資金運用収益  75,748 83,111

貸出金利息  43,278 45,944

有価証券利息配当金  32,192 36,768

コールローン利息及び 
買入手形利息 

 66 119

買現先利息  0 ―

預け金利息  32 43

その他の受入利息  177 235

役務取引等収益  18,254 20,787

その他業務収益  5,809 3,685

その他経常収益  12,328 12,457

経常費用  96,666 86.20 110,414 91.98

資金調達費用  10,262 17,052

預金利息  1,732 4,807

譲渡性預金利息  12 308

コールマネー利息及び 
売渡手形利息 

 409 227

売現先利息  9 542

債券貸借取引支払利息  6,599 10,039

借用金利息  82 288

社債利息  135 202

その他の支払利息  1,281 635

役務取引等費用  9,439 10,431

その他業務費用  11,652 11,251

営業経費  47,312 47,673

その他経常費用  17,998 24,005

貸倒引当金繰入額  3,090 13,908

その他の経常費用  14,908 10,096

経常利益  15,474 13.80 9,627 8.02

特別利益  1,328 1.18 2,080 1.73

動産不動産処分益  18 ―

償却債権取立益  1,309 2,080

特別損失  3,380 3.01 1,375 1.14

動産不動産処分損  55 ―

固定資産処分損  ― 166

減損損失  3,325 665

役員退職慰労引当金繰入額  ― 544

税金等調整前当期純利益  13,421 11.97 10,331 8.61

法人税、住民税及び事業税  584 0.52 2,636 2.20

法人税等調整額  6,091 5.43 1,836 1.53

少数株主利益 
（△は少数株主損失） 

 142 0.13 △560 △0.47

当期純利益  6,603 5.89 6,419 5.35
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(3)連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 29,249 18,817 126,104 △1,982 172,188

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当(注) △693  △693

 剰余金の配当 △831  △831

 当期純利益 6,419  6,419

 自己株式の取得 △75 △75

 自己株式の処分 2 5 7

 連結子会社の増加  

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― 2 4,894 △70 4,826

平成19年３月31日残高(百万円) 29,249 18,819 130,998 △2,053 177,014

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 23,908 ― 23,908 4,784 200,880

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △693

 剰余金の配当  △831

 当期純利益  6,419

 自己株式の取得  △75

 自己株式の処分  7

 連結子会社の増加 20,000 20,000

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

2,502 216 2,719 △561 2,158

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

2,502 216 2,719 19,438 26,984

平成19年３月31日残高(百万円) 26,411 216 26,628 24,222 227,865

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分  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 

税金等調整前当期純利益 
 

13,421 10,331 
減価償却費  7,943 8,167 

減損損失  3,325 665 

貸倒引当金の増減(△)額  △19,760 11,892 

退職給付引当金の増減(△)額  1,355 961 

役員退職慰労引当金の増減（△）額  ― 621 

資金運用収益  △75,748 △83,111 

資金調達費用  10,262 17,052 

有価証券関係損益(△)  △11,002 △10,601 

金銭の信託の運用損益(△)  △484 △153 

為替差損益(△)  △32,313 △15,642 

動産不動産処分損益(△)  1,181 ― 

固定資産処分損益（△）  ― 459 

貸出金の純増(△)減  △79,859 △74,276 

預金の純増減(△)  66,545 71,343 

譲渡性預金の純増減(△)  38,663 177,184 

借用金の純増減(△)  △325 20,141 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減  △5,160 △14,641 

コールローン等の純増(△)減  8,014 △37,801 

コールマネー等の純増減(△)  171,418 △181,861 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)  135,063 △125,191 

外国為替(資産)の純増(△)減  187 312 

外国為替(負債)の純増減(△)  250 △209 

資金運用による収入  77,600 88,876 

資金調達による支出  △10,575 △15,889 

その他  6,413 690 

小計  306,417 △150,680 

法人税等の支払額  △747 △1,185 

営業活動によるキャッシュ・フロー  305,670 △151,865 

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  △1,199,339 △382,338 

有価証券の売却による収入  649,552 269,361 

有価証券の償還による収入  232,771 267,139 

金銭の信託の増加による支出  △1,084 △136 

金銭の信託の減少による収入  569 1,289 

動産不動産の取得による支出  △9,231 ― 

有形固定資産の取得による支出  ― △9,338 

動産不動産の売却による収入  372 ― 

有形固定資産の売却による収入  ― 1,158 

ソフトウェアの取得による支出  △2,274 ― 

無形固定資産の取得による支出  ― △4,102 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △328,664 143,032 

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 ― 

少数株主からの払込による収入  ― 20,000 

配当金支払額  △1,389 △1,524 

自己株式の取得による支出  △90 △75 

その他  3 7 

財務活動によるキャッシュ・フロー  18,399 18,407 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  12 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額  △4,582 9,575 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  87,723 83,141 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  83,141 92,716 
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(5)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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

 連結子会社名は、「企業集団の状

況」に記載しているため省略しており

ます。 

 なお、南都アセットリサーチ株式会

社は、設立により当連結会計年度から

連結しております。 

 また、南都資産管理株式会社は、清

算により除外しております。 

 子会社11社は全て連結しておりま

す。 

 連結子会社名は、「２．企業集団の

状況」に記載しているため省略してお

ります。 

 な お 、 Nanto Preferred Capital 

Cayman Limited は、設立により当連

結会計年度から連結しております。 

２ 会計処理基準に関する事

項 

―――――――    役員退職慰労引当金 

  当行役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規定に基

づく期末要支給額を計上しておりま

す。 
 
 なお、上記「１ 連結の範囲に関する事項」「２ 会計処理基準に関する事項」中「役員退職慰労

引当金」以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月30日提出）における記載から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 
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(6)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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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)を当連結会計年度から適用しております。

これにより「経常利益」は18百万円増加し、「税金等

調整前当期純利益」は3,306百万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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を当連結会計年度から適用しております。 

 当連結会計年度末における従来の「資本の部」に相

当する金額は203,425百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純

資産の部については、連結財務諸表規則及び銀行法施

行規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則及び

銀行法施行規則により作成しております。 

 

（役員退職慰労引当金） 

 当行の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用とし

て処理しておりましたが、当連結会計年度から役員退

職慰労金規定に基づく期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年の役員退職慰労金の引当金計上が

会計慣行として定着してきたことを踏まえ、当行にお

いても将来の支出時における一時的負担の増大を避け

期間損益の適正化を図るため、役員退職慰労金を役員

の在任期間にわたって合理的に費用配分することとし

たこと、さらには「『租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱

い』の改正について（公開草案）」（監査第一委員会

報告第42号。以下「公開草案」という。）において、

本改正が平成19年３月31日以前に開始する事業年度に

ついても適用することができるとされたことによるも

のであります。 

 この変更により、当連結会計年度発生額77百万円は

営業経費に、また、過年度分相当額544百万円は特別損

失にそれぞれ計上しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ経常利

益は77百万円、税金等調整前当期純利益は621百万円そ

れぞれ減少しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  なお、当該会計処理の変更が当下半期に行われたの

は、公開草案が平成19年２月２日に公表されたことを

機に役員退職慰労引当金の計上を検討した結果、同慰

労金の将来の支給時における一時的な費用負担を回避

し、早期に期間損益の適正化及び財務内容の健全化を

図ることがより妥当であると判断したことによるもの

であります。 

 従って、当中間連結会計期間は従来の方法によって

おり、変更後の方法によった場合と比べ経常利益は42

百万円、税金等調整前中間純利益は586百万円それぞれ

多く計上されております。 

 

表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

―――――――  「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別

紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣

府令」（内閣府令第60号平成18年４月28日）により改

正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から

適用されることになったこと等に伴い、当連結会計年

度から以下のとおり表示を変更しております。 

（連結貸借対照表関係） 

 (1) 総額で繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益とし 

  てそれぞれ「その他資産」又は「その他負債」に 

  含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評 

  価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額 

  等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しており 

  ます。 

 (2) 負債の部の次に表示していた「少数株主持分」 

  は、純資産の部に表示しております。 

 (3) 「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固 

  定資産」又は「その他資産」に区分して表示して 

  おります。 

 (4) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウ 

  ェアは、「無形固定資産」に含めて表示しており 

  ます。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

   「動産不動産処分損益（△）」は、連結貸借対 

  照表の「動産不動産」が「有形固定資産」、「無 

  形固定資産」等に区分されたことに伴い、「固定 

  資産処分損益（△）」等として表示しておりま 

  す。 

   また、「動産不動産の取得による支出」は「有 

  形固定資産の取得による支出」「無形固定資産の 

  取得による支出」等として、「動産不動産の売却 

  による収入」は「有形固定資産の売却による収 

  入」等としてそれぞれ表示しております。 

   なお、当連結会計年度において「無形固定資産 

  の取得による支出」に含めて表示している「ソフ 

  トウェアの取得による支出」は2,870百万円であり

  ます。 
 



（株）南 都 銀 行（８３６７）平成１９年３月期決算短信 

   - 17 -

(7)連結財務諸表に関する注記事項 

(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17年４月１日 至 平成18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） 

 Ⅰ 経常収益  
 (1)外部顧客に対する 
   経常収益 

104,396 7,743 112,140 ― 112,140

 (2)セグメント間の 
   内部経常収益 

474 5,685 6,159 (6,159) ―

計 104,870 13,428 118,299 (6,159) 112,140

   経常費用 89,698 12,838 102,536 (5,870) 96,666

   経常利益 15,172 590 15,762 (288) 15,474

 Ⅱ 資産、減価償却費、 
   減損損失及び資本的 
   支出 

 

   資産 4,669,560 37,849 4,707,410 (25,290) 4,682,120

   減価償却費 1,107 6,835 7,943 ― 7,943

   減損損失 3,324 1 3,325 ― 3,325

   資本的支出 3,552 7,712 11,264 ― 11,264

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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） 

 Ⅰ 経常収益  
 (1)外部顧客に対する 
   経常収益 

110,961 9,080 120,041 ― 120,041

 (2)セグメント間の 
   内部経常収益 

516 5,873 6,390 (6,390) ―

計 111,477 14,954 126,431 (6,390) 120,041

   経常費用 100,304 16,865 117,170 (6,756) 110,414

   経常利益 11,172 △1,911 9,261 365 9,627

 Ⅱ 資産、減価償却費、 
   減損損失及び資本的 
   支出 

 

   資産 4,642,078 58,200 4,700,278 (46,047) 4,654,230

   減価償却費 1,209 7,322 8,531 (364) 8,167

   減損損失 665 ― 665 ― 665

   資本的支出 5,090 8,351 13,441 ― 13,441
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(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 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成18

年４月１日 至 平成19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】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 23,589

Ⅱ 連結経常収益 112,140

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合 
  (％) 

21.03

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 金額(百万円) 

Ⅰ 国際業務経常収益 25,407

Ⅱ 連結経常収益 120,041

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合 
  (％) 

21.16

(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。 
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(１株当たり情報) 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益 円 23.80 23.15 

１株当たり純資産額 円 707.00 734.48 

（追加情報） 

 「１株当たり当期純利益に関す 

 る会計基準の適用指針」（企業 

 会計基準適用指針第４号平成14 

 年９月25日）が平成18年１月31 

 日付で改正され、会社法施行日 

 以後終了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適 

 用指針を適用し、１株当たり純 

 資産額は「繰延ヘッジ損益」を 

 含めて算出しております。これ 

 により、従来の方法に比べ１株 

 当たり純資産額は78銭増加して 

 おります。 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益 百万円 6,603 6,419

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

普通株式に係る当期純利益 百万円 6,603 6,419

普通株式の期中平均株式数 千株 277,429 277,317

    ３ １株当たり純資産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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額 百万円 ― 227,865

純資産の部の合計額から控除 

する金額 
百万円 ― 24,222

 （うち少数株主持分） 百万円 ― 24,222

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 ― 203,642

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた期末の普通株式の数 
千株 ― 277,259

(重要な後発事象) 

該当ありません。 

 （開示の省略） 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に

関する注記事項その他の注記事項については、決算発表時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ております。 
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５．個別財務諸表  

（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分  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  92,779 1.99 116,997 2.52

現金  57,474 56,431

預け金  35,304 60,566

コールローン  3,438 0.07 40,037 0.86

買入金銭債権  7,669 0.16 8,867 0.19

商品有価証券  2,068 0.05 3,912 0.08

商品国債  1,032 1,786

商品地方債  36 1,127

その他の商品有価証券  999 999

金銭の信託  46,000 0.99 45,000 0.97

有価証券  1,841,512 39.44 1,700,184 36.63

国債  609,831 636,700

地方債  187,471 222,203

社債  99,361 118,647

株式  151,175 154,156

その他の証券  793,672 568,477

貸出金  2,571,595 55.07 2,645,390 56.99

割引手形  41,777 41,737

手形貸付  197,562 184,962

証書貸付  1,946,674 2,038,045

当座貸越  385,581 380,645

外国為替  1,481 0.03 1,168 0.03

外国他店預け  909 719

買入外国為替  400 304

取立外国為替  171 145

その他資産  27,138 0.58 28,707 0.62

前払費用  84 82

未収収益  12,733 11,603

先物取引差入証拠金  43 47

金融派生商品  2,082 1,553

繰延ヘッジ損失  611 ―

その他の資産  11,584 15,420

動産不動産  38,328 0.82 ― ―

土地建物動産  35,494 ―

建設仮払金  598 ―

保証金権利金  2,235 ―

有形固定資産  ― ― 36,440 0.78

 建物  ― 11,430

 土地  ― 22,179

 建設仮勘定  ― 99

 その他の有形固定資産  ― 2,732

無形固定資産  ― ― 900 0.02

 ソフトウェア  ― 596

 その他の無形固定資産  ― 304

繰延税金資産  30,975 0.66 26,092 0.56

支払承諾見返  37,244 0.80 28,901 0.62

貸倒引当金  △30,671 △0.66 △40,523 △0.87

資産の部合計  4,669,560 100 4,642,078 100 
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)  

預金  3,873,426 82.95 3,944,654 84.98

当座預金  129,736 137,117

普通預金  1,702,142 1,740,231

貯蓄預金  43,144 39,536

通知預金  4,499 12,698

定期預金  1,911,241 1,970,543

定期積金  10,262 468

その他の預金  72,399 44,059

譲渡性預金  41,243 0.88 218,428 4.70

コールマネー  35,271 0.75 295 0.01

売現先勘定  4,485 0.10 ― ―

債券貸借取引受入担保金  274,991 5.89 149,800 3.23

売渡手形  142,400 3.05 ― ―

借用金 

借入金 

 

 

―

―

― 40,900

40,900

0.88

外国為替  373 0.01 164 0.00

売渡外国為替  160 117

未払外国為替  213 46

社債  20,000 0.43 20,000 0.43

その他負債  41,834 0.90 31,577 0.68

未決済為替借  163 176

未払法人税等  354 1,898

未払費用  4,879 6,056

前受収益  1,602 1,476

従業員預り金  1,426 1,415

給付補てん備金  1 0

金融派生商品  12,592 12,250

繰延ヘッジ利益  1,478 ―

その他の負債  19,334 8,303

退職給付引当金  4,468 0.09 5,458 0.12

役員退職慰労引当金  ― ― 621 0.01

支払承諾  37,244 0.80 28,901 0.62

負債の部合計  4,475,740 95.85 4,440,803 95.66
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前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資本の部)  

資本金  29,249 0.63 ― ―

資本剰余金  18,817 0.40 ― ―

 資本準備金  18,813 ―

 その他資本剰余金  3 ―

  自己株式処分差益  3 ―

利益剰余金  123,837 2.65 ― ―

 利益準備金  13,257 ―

任意積立金  103,170 ―

 別途積立金  103,170 ―

当期未処分利益  7,410 ―

その他有価証券評価差額金  23,898 0.51 ― ―

自己株式  △1,982 △0.04 ― ―

資本の部合計  193,820 4.15 ― ―

負債及び資本の部合計  4,669,560 100 ― ―

(純資産の部)  

資本金  ― ― 29,249 0.63

資本剰余金  ― ― 18,819 0.41

 資本準備金  ― 18,813

 その他資本剰余金  ― 5

利益剰余金  ― ― 128,640 2.77

 利益準備金  ― 13,257

 その他利益剰余金  ― 115,383

  別途積立金  ― 108,190

  繰越利益剰余金  ― 7,193

自己株式  ― ― △2,053 △0.04

株主資本合計  ― ― 174,656 3.77

その他有価証券評価差額金  ― ― 26,401 0.57

繰延ヘッジ損益  ― ― 216 0.00

評価・換算差額等合計  ― ― 26,618 0.57

純資産の部合計  ― ― 201,274 4.34

 負債及び純資産の部合計  ― ― 4,642,078 100 
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

経常収益  104,870 100 111,477 100 

資金運用収益  75,799 83,147

貸出金利息  43,340 45,990

有価証券利息配当金  32,191 36,766

コールローン利息  66 119

買現先利息  0 ―

預け金利息  32 43

その他の受入利息  169 226

役務取引等収益  10,814 12,060

受入為替手数料  3,369 3,295

その他の役務収益  7,445 8,764

その他業務収益  5,809 3,685

外国為替売買益  311 254

商品有価証券売買益  12 34

国債等債券売却益  5,382 3,396

その他の業務収益  103 0

その他経常収益  12,446 12,583

株式等売却益  10,782 11,172

金銭の信託運用益  603 367

その他の経常収益  1,060 1,043

経常費用  89,698 85.53 100,304 89.98

資金調達費用  10,177 17,040

預金利息  1,733 4,814

譲渡性預金利息  12 308

コールマネー利息  403 210

売現先利息  9 542

債券貸借取引支払利息  6,599 10,039

売渡手形利息  6 17

借用金利息  0 273

社債利息  135 202

金利スワップ支払利息  1,270 623

その他の支払利息  7 7

役務取引等費用  3,883 4,183

支払為替手数料  656 626

その他の役務費用  3,227 3,557

その他業務費用  11,652 11,251

国債等債券売却損  4,830 2,247

国債等債券償却  ― 1,300

金融派生商品費用  6,822 7,703

営業経費  47,003 47,569

その他経常費用  16,981 20,260

貸倒引当金繰入額  2,952 11,813

貸出金償却  13,259 7,114

株式等売却損  266 300

株式等償却  66 119

金銭の信託運用損  73 176

その他の経常費用  364 735

経常利益  15,172 14.47 11,172 10.02
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分  金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

特別利益  1,003 0.95 1,587 1.42

動産不動産処分益  18 ―

償却債権取立益  985 1,587

特別損失  3,379 3.22 1,374 1.23

動産不動産処分損  55 ―

固定資産処分損  ― 165

減損損失  3,324 665

役員退職慰労引当金繰入額  ― 544

税引前当期純利益  12,796 12.20 11,385 10.21

法人税、住民税及び事業税  100 0.09 2,010 1.80

法人税等調整額  6,256 5.97 3,047 2.73

当期純利益  6,440 6.14 6,327 5.68

前期繰越利益  1,664 ―

中間配当額  693 ―

当期未処分利益  7,410 ―
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(3)株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 29,249 18,813 3 18,817

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当(注)  

 剰余金の配当  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 2 2

 別途積立金の積立（注）  

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 2 2

平成19年３月31日残高(百万円) 29,249 18,813 5 18,819

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 13,257 103,170 7,410 123,837 △1,982 169,921

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △693 △693  △693

 剰余金の配当  △831 △831  △831

 当期純利益  6,327 6,327  6,327

 自己株式の取得  △75 △75

 自己株式の処分  5 7

 別途積立金の積立（注）  5,020 △5,020 ―  ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

  

事業年度中の変動額合計(百万円) ― 5,020 △217 4,802 △70 4,734

平成19年３月31日残高(百万円) 13,257 108,190 7,193 128,640 △2,053 174,656
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評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 23,898 ― 23,898 193,820

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △693

 剰余金の配当  △831

 当期純利益  6,327

 自己株式の取得  △75

 自己株式の処分  7

 別途積立金の積立（注）  ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

2,503 216 2,720 2,720

事業年度中の変動額合計(百万円) 2,503 216 2,720 7,454

平成19年３月31日残高(百万円) 26,401 216 26,618 201,274

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 (4)重要な会計方針 
 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 引当金の計上基準 

 

 

 

 

――――――― 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規定に基づく

期末要支給額を計上しております。

 
 なお、上記「引当金の計上基準」中「役員退職慰労引当金」以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月30日

提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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  (5)会計方針の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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)を当事業年度から適用しております。これ

により「経常利益」は18百万円増加し、「税引前当期

純利益」は3,305百万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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を当事業年度から適用しております。 

 当事業年度末における従来の「資本の部」に相当す

る金額は201,057百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則及び銀行法施行規則の改

正に伴い、改正後の財務諸表等規則及び銀行法施行規

則により作成しております。 

 

（役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理

しておりましたが、当事業年度から役員退職慰労金規

定に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年の役員退職慰労金の引当金計上が

会計慣行として定着してきたことを踏まえ、当行にお

いても将来の支出時における一時的負担の増大を避け

期間損益の適正化を図るため、役員退職慰労金を役員

の在任期間にわたって合理的に費用配分することとし

たこと、さらには「『租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱

い』の改正について（公開草案）」（監査第一委員会

報告第42号。以下「公開草案」という。）において、

本改正が平成19年３月31日以前に開始する事業年度に

ついても適用することができるとされたことによるも

のであります。 

 この変更により、当事業年度発生額77百万円は営業

経費に、また、過年度分相当額544百万円は特別損失に

それぞれ計上しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ経常利

益は77百万円、税引前当期純利益は621百万円それぞれ

減少しております。 
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表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

―――――――  「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別

紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣

府令」（内閣府令第60号平成18年４月28日）により改

正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から

適用されることになったこと等に伴い、当事業年度か

ら以下のとおり表示を変更しております。 

 (1) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立 

  金」及び「当期未処分利益」は、「その他利益剰 

  余金」の「別途積立金」及び「繰越利益剰余金」 

  として表示しております。 

 (2) 総額で繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益とし 

  てそれぞれ「その他資産」又は「その他負債」に 

  含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評 

  価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額 

  等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しており 

  ます。 

 (3) 「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固 

  定資産」又は「その他資産」に区分して表示して 

  おります。 

 (4) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウ 

  ェアは、「無形固定資産」に含めて表示しており 

  ます。 

 

（重要な後発事象） 

  該当ありません。 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  なお、当該会計処理の変更が当下半期に行われたの

は、公開草案が平成19年２月２日に公表されたことを 

機に役員退職慰労引当金の計上を検討した結果、同慰

労金の将来の支給時における一時的な費用負担を回避

し、早期に期間損益の適正化及び財務内容の健全化を

図ることがより妥当であると判断したことによるもの

であります。 

 従って、当中間期は従来の方法によっており、変更

後の方法によった場合と比べ経常利益は42百万円、税

引前中間純利益は586百万円それぞれ多く計上されてお

ります。 
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役  員  の  異  動 
（平成１９年６月２８日付） 

１．代表者の異動 

該当ありません。 

 
２．その他役員の異動 

（１）新任取締役候補 

    橋本
はしもと

 隆史
た か し

    （現 公務部長） 

    福田
ふ く だ

 
りゅう

一
いち

    （現 人事部長） 

杉村
すぎむら

 和彦
かずひこ

    （現 総務部長） 

 米田
こ め だ

 清
きよ

貴
たか

    （現 桜井支店長） 

（２）退任予定取締役 

    常務取締役大阪支店長  奥村
おくむら

 司
た か じ

  

（財団法人南都経済センター理事長に就任予定） 

    常務取締役審査部長   楠田
く す だ

 悦司
え つ じ

  

（南都ディーシーカード株式会社取締役社長兼 
南都カードサービス株式会社取締役社長に就任予定） 

    取締役本店営業部長   逸
いっ

﨑
さき

  正
ただし

 （監査役に就任予定） 

取締役相談役      阪本
さかもと

 道
みちたか

 

（３）新任監査役候補 

    監査役（常勤）     逸
いっ

﨑
さき

  正
ただし

 （現 取締役本店営業部長）         
（４）退任予定監査役 

    監査役（常勤）     中井
な か い

 儀
よし

文
ふみ

 
（５）役付取締役 

    常務取締役       橋本
はしもと

 正昭
まさあき

 （現 取締役東京支店長兼  
                                                         東京事務所長） 

    常務取締役       松岡
まつおか

 弘樹
ひ ろ き

 （現 取締役総合企画部長） 


