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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注1）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
（注2）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ 
   るかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 

(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 ％

21年3月期 107,373 △1.4 △26,660 ― △22,324 ―

20年3月期 108,919 △9.3 730 △92.4 5,170 △19.5

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 ％ ％ ％

21年3月期 △80.87 ― △14.3 △0.6 △24.8

20年3月期 18.67 ― 2.7 0.0 0.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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 ％

21年3月期 4,607,649 162,634 3.0 501.09 10.06
20年3月期 4,565,111 199,109 3.8 630.66 10.78

（参考） 自己資本   21年3月期  138,186百万円 20年3月期  174,257百万円

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

21年3月期 △20,684 67,278 △2,640 120,553
20年3月期 △69,953 56,695 △2,866 76,607

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,660 32.1 0.9
21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,655 ― 1.1

22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 27.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、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

47,000 △20.1 4,800 276.9 3,100 177.5 11.24

通期 92,000 △14.3 9,800 ― 6,100 ― 22.12

－ 1 －



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、13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） 

（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、15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） 21年3月期 281,756,564株 20年3月期 281,756,564株

② 期末自己株式数 21年3月期  5,985,664株 20年3月期  5,448,334株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

（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、「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。 
 

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 99,178 △2.1 △27,531 ― △22,349 ―

20年3月期 101,327 △9.1 △994 ― 5,049 △20.2

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

21年3月期 △80.97 ―

20年3月期 18.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
単体自己資本比率

（国内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年3月期 4,596,322 135,677 3.0 491.99 9.82
20年3月期 4,551,725 171,771 3.8 621.67 10.53

（参考） 自己資本 21年3月期  135,677百万円 20年3月期  171,771百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
 おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 
累計期間

43,000 △21.4 4,500 354.7 3,000 191.2 10.88

通期 84,000 △15.3 9,000 ― 6,000 ― 21.76

－ 2 －



（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は増加しましたが有価証券利息配当金の

減少により「資金運用収益」が減少したことや、「役務取引等収益」が減少したことなどから、前期比

１５億円減少の１,０７３億円となりました。  

 一方、「連結経常費用」は、当行単体において株式等関係損等の増加により「その他経常費用」が増

加したことなどから、前期比２５８億円増加の１,３４０億円となりました。  

 以上の結果、「連結経常損失」は２６６億円となり、また、前期に比べ当行単体の「特別利益」段階

で償却債権取立益が減少したことや繰延税金資産を取り崩したことから、「当期純損失」は２２３億円

となりました。  

 これにより、連結ベースの１株当たり当期純損失は８０円８７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、前期に比べ国債等債券売却益の増加により「その他業

務収益」は増加しましたが、有価証券利息配当金の減少により「資金運用収益」が減少したことや、

「役務取引等収益」が減少したこと、さらに、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」は前期比２１億円減少して９９１億円となりました。  

 一方、費用面では、市場からの調達の減少により「資金調達費用」や「その他業務費用」は減少しま

したが、株式等償却や貸出金償却が増加したことから「その他経常費用」が大幅に増加しましたので、

「経常費用」は前期比２４３億円増加の１,２６７億円となりました。  

 この結果、「経常損失」は２７５億円となり、また、前期に比べ「特別利益」段階で償却債権取立益

が減少したことに加え、繰延税金資産を取り崩したことから、「当期純損失」は２２３億円となりまし

た。  

 これにより、１株当たり当期純損失は８０円９７銭となりました。  

（次期の見通し）  

 内外経済環境の悪化を受け、株価の大幅な下落に伴い有価証券関係損が拡大したことに加え、信用コ

ストの増加や繰延税金資産の取り崩しが重なったことで当期は純損失を計上いたしましたが、次期（平

成22年３月期）につきましては、厳しい金融環境が続くと予想されるものの、こうした損失の追加発生

は限定され、業績は急速に回復することが見込まれます。 

 次期につきましても、引き続き経営体力の強化に向けた諸施策に取り組み、安定的な収益力の確保に

努めることで連結ベースの業績は、経常収益９２０億円、経常利益９８億円、また、当期純利益６１億

円をそれぞれ予想しております。  

 一方、当行単体では、経常収益８４０億円、経常利益９０億円、当期純利益６０億円、また、業務純

益１６０億円をそれぞれ予想しております。 

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 
 

 
   

  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、将来の業績を保障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

る場合があることをご承知おきください。
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（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４５８億円増加して、当期末残高は３兆９,８４２億円となりました。一方、譲渡

性預金は期中４５１億円減少して、当期末残高は９９０億円となりました。  

 また、貸出金は期中１，７５０億円増加して、当期末残高は２兆８，５４５億円となりました。  

 有価証券は期中１,１４２億円減少して、当期末残高は１兆４，２５９億円となりました。  

 なお、純資産額は期中３６４億円減少して、当期末残高は１,６２６億円となり、これにより、連結

ベースの１株当たり純資産額は５０１円０９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１０．０６％（前期末１０.７８％）

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１，２０５億円となり、前期末に比べ４３９億円増加しました。  

（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２０６億円であり、これは主として貸出金が増加したこと

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）  

 当期における投資活動による資金の増加は６７２億円であり、これは主として有価証券の売却や償還

による収入が、取得による支出を上回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）  

 当期における財務活動による資金の減少は２６億円であり、これは主として配当金の支払によるもの

であります。 

  

 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、お客さまに満足していただけるよう金融サービス向上への取り組みを強化する一方

で、安定的な資金調達に注力いたしました。この結果、法人預金は前年を下回りましたが、個人預金が

堅調に推移しましたので預金は全体として期中４７７億円増加して、当期末残高は３兆９,９４２億円

となりました。 一方、譲渡性預金は、法人等からのお預け入れが減少したことから期中４５１億円減

少して、当期末残高は９９０億円となりました。 

 貸出金は、中堅・中小企業向けや個人向け融資の増加に注力するとともに、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、住宅ローンや事業性融資が順調に増加しまし

たので貸出金は期中１，７３４億円増加して、当期末残高は２兆８，６７７億円となりました。  

 有価証券は、国債や地方債の引受に協力させていただく一方で市場の動向を注視しつつポートフォリ

オの効率性向上の観点から運用を行うなか、株式等の減損処理が増加したことから期中１,１４１億円

減少して、当期末残高は１兆４，２６５億円となりました。  

 なお、純資産額は期中３６０億円減少して、当期末残高は１,３５６億円となり、これにより、単体

ベースの１株当たり純資産額は４９１円９９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９．８２％（前期末１０.５３％）と

なりました。  

(2) 財政状態に関する分析
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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

を実施するなど、常々特段の配慮をしております。 

 当期は純損失を計上いたしましたが、剰余金の配当につきましては、上記の基本方針を踏まえ安定的

な利益還元という観点から１株当たり３円00銭とし、中間配当金（１株当たり３円00銭）と合わせて６

円00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、より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、次期配当につきましても、上記の基本方針に則り、１株当たり６円00銭（中間配当として３円

00銭）とさせていただく予定であります。 

  

 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。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況
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当行では、社会情勢・経済環境が大きく変化する中、平成20年4月から平成26年3月まで６年間のめざ

すべき姿として、「さらなる企業価値の向上をめざして～地域とともに成長する銀行～」をテーマとす

る長期ビジョンを掲げ、その第１ステージとして、平成20年４月に中期経営計画「モア・バリュー“Ｎ

ＡＮＴＯ”」（期間３年間：平成20年４月～平成23年３月）をスタートさせました。  

 本中期経営計画では、将来にわたり当行が地域とともに成長していくための取り組みを基本として、

営業基盤の拡充とリスクマネジメントの高度化に取り組むとともに、これら諸施策の推進力となる行

員・組織の活性化に向けた施策の実施及び環境活動や社会貢献活動などのＣＳＲ活動により積極的に取

り組んでまいります。 

  

上記（1）の長期ビジョン及び中期経営計画「モア・バリュー “ＮＡＮＴＯ”」に基づく、主な施

策の状況は次のとおりです。 

店舗網の整備につきましては、お客さまの利便性の向上、並びに営業力の強化及び効率化の観点から

継続して取り組んでおり、平成20年６月には、大阪府下で13か店目の営業拠点となる「大阪中央営業

部」を新設いたしました。 

 「大阪中央営業部」には、個人のお客さまのご預金等取引や資産運用等の各種相談業務に対応させて

いただく窓口を１階に、また、法人のお客さま専用窓口を３階に設置いたしました。 

 この結果、当期末の店舗数は前期末に比べ１か店増加して131か店となりました。 

また、当行では、奈良県とのつながりの深い大阪府を従来から‘地元’と位置づけて営業活動を展開

しておりますが、営業基盤のさらなる拡充を図るため、「大阪中央営業部」新設に続き、同年11月には

「大阪南法人営業室」及び「大阪西法人営業室」を設置いたしました。 

一方、お取引先企業の事業展開をサポートするため、同年６月に香港に拠点を有する他の地方銀行と

共同で、「第２回香港・華南地区日系企業ビジネス交流会」を広東省深圳市において開催したのをはじ

め、同年12月には他の地方銀行と共同で、「上海ビジネス商談会２００８」を開催いたしました。 

 さらには、地場産品・食材の販売促進をめざし、生産者と国内の流通業者とのビジネスマッチングの

場を提供する目的で、「第２回ナント『食』の商談会」を同年11月に開催いたしました。 

 なお、「食の商談会」については地域密着型金融に関する優れた取り組みとして、平成21年２月に近

畿財務局より顕彰を受けております。 

3. 経営方針

(1) 経営の基本方針

(2) 主な施策の状況
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昨年来の世界的な金融資本市場の混乱、株価の大幅な下落及び国内外の急激な景気悪化等に伴って、

当行においても、当期決算では多額の有価証券関係損失が発生するとともに、信用コストが増加いたし

ました。 

 当行としては、こうした厳しい経営環境を踏まえつつ、業績の回復を 優先課題の一つとして、引き

続き、中期経営計画「モア・バリュー“ＮＡＮＴＯ”」を積極的に推進してまいります。 

 具体的には、奈良県を中心とする既存営業エリアにおいては、銀行全体の効率性を高めていくために

も、マーケット特性に応じたメリハリのある営業体制の構築を行うとともに、重点戦略地域と位置づけ

ている大阪エリアに経営資源を積極的に投入することで、貸出金・預金及び預かり資産の増強を図るな

ど、地域密着型金融の推進を強化してまいります。 

また、金融商品の複雑化や金融サービスの多様化が進む中で、コンプライアンスをはじめ商品・サー

ビスなど様々な観点から、お客さま満足の向上にかかる具体策を検討していくため、平成21年３月には

「ＣＳ向上検討ワーキンググループ」を設置し、さらに４月には、外部の方にも参加していただく「南

都ＣＳ向上委員会」を設置いたしました。 

 今後も、こうした取り組みにより、顧客への説明態勢及び相談機能を充実・強化するほか、適切な情

報開示やＩＲの充実を通じて、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信頼確保に

努めてまいります。 

このほか、当行では、平成20年６月に「ＣＳＲグループ」を設置し、これまで以上に、企業としての

社会貢献活動や環境問題への取り組みにも注力しておりますが、今後とも、お客さまや株主の皆さまな

どステークホルダーの目線で、当行の知的・人的資源を活かし、地域振興や環境保全につながる活動を

継続的に進めてまいりたいと考えております。 

 また、様々な施策を着実に推進していくためには、人材・組織の活性化が不可欠となりますので、平

成21年度から人事諸制度を変更し、これまで以上に人材の育成に取り組んでおります。 

 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 大限発揮して豊かで活力ある地域経済・社会の実現と、企業価値のさらなる向上のために尽

力してまいります。 

(3) 対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

現金預け金 103,641 146,830 

コールローン及び買入手形 38,392 1,556 

買入金銭債権 6,191 6,474 

商品有価証券 4,313 2,289 

金銭の信託 43,000 32,000 

有価証券 1,540,174 1,425,966 

貸出金 2,679,469 2,854,567 

外国為替 1,083 636 

リース債権及びリース投資資産 － 16,481 

その他資産 51,783 33,748 

有形固定資産 59,087 42,970 

建物 12,850 12,447 

土地 24,262 24,505 

建設仮勘定 42 246 

その他の有形固定資産 21,933 5,771 

無形固定資産 3,905 10,904 

ソフトウエア 3,316 9,637 

その他の無形固定資産 588 1,267 

繰延税金資産 48,000 47,170 

支払承諾見返 25,252 22,811 

貸倒引当金 △39,185 △36,759 

資産の部合計 4,565,111 4,607,649 

負債の部 

預金 3,938,355 3,984,202 

譲渡性預金 144,210 99,044 

コールマネー及び売渡手形 20,000 － 

債券貸借取引受入担保金 38,934 24,981 

借用金 139,428 259,289 

外国為替 258 200 

社債 20,000 20,000 

その他負債 32,387 25,621 

退職給付引当金 6,671 8,364 

役員退職慰労引当金 436 393 

睡眠預金払戻損失引当金 66 105 

支払承諾 25,252 22,811 

負債の部合計 4,366,001 4,445,015 

純資産の部 

資本金 29,249 29,249 

資本剰余金 18,820 18,830 

利益剰余金 134,506 110,525 

自己株式 △2,629 △2,945 

株主資本合計 179,947 155,659 

その他有価証券評価差額金 △5,417 △17,048 

繰延ヘッジ損益 △272 △425 

評価・換算差額等合計 △5,690 △17,473 

少数株主持分 24,852 24,447 

純資産の部合計 199,109 162,634 

負債及び純資産の部合計 4,565,111 4,607,649 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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

経常収益 108,919 107,373 

資金運用収益 80,098 77,022 

貸出金利息 51,884 53,817 

有価証券利息配当金 26,967 22,019 

コールローン利息及び買入手形利息 849 829 

預け金利息 169 176 

その他の受入利息 226 179 

役務取引等収益 19,920 19,044 

その他業務収益 1,103 4,925 

その他経常収益 7,797 6,380 

経常費用 108,188 134,033 

資金調達費用 15,008 13,631 

預金利息 10,594 10,553 

譲渡性預金利息 767 520 

コールマネー利息及び売渡手形利息 77 77 

債券貸借取引支払利息 2,377 932 

借用金利息 612 1,080 

社債利息 202 201 

その他の支払利息 375 264 

役務取引等費用 9,207 9,739 

その他業務費用 25,229 20,986 

営業経費 48,697 53,086 

その他経常費用 10,046 36,589 

その他の経常費用 10,046 36,589 

経常利益又は経常損失（△） 730 △26,660 

特別利益 9,269 2,266 

貸倒引当金戻入益 1,846 861 

償却債権取立益 7,423 1,405 

特別損失 73 243 

固定資産処分損 73 104 

減損損失 － 139 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

9,926 △24,637 

法人税、住民税及び事業税 810 226 

法人税等調整額 2,660 △2,824 

法人税等合計 3,471 △2,597 

少数株主利益 1,284 283 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,170 △22,324 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 29,249 29,249 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 29,249 29,249 

資本剰余金 

前期末残高 18,819 18,820 

当期変動額 

自己株式の処分 1 9 

当期変動額合計 1 9 

当期末残高 18,820 18,830 

利益剰余金 

前期末残高 130,998 134,506 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,170 △22,324 

当期変動額合計 3,507 △23,980 

当期末残高 134,506 110,525 

自己株式 

前期末残高 △2,053 △2,629 

当期変動額 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 9 105 

当期変動額合計 △576 △316 

当期末残高 △2,629 △2,945 

株主資本合計 

前期末残高 177,014 179,947 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,170 △22,324 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 10 115 

当期変動額合計 2,932 △24,287 

当期末残高 179,947 155,659 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 26,411 △5,417 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,828 △11,630 

当期変動額合計 △31,828 △11,630 

当期末残高 △5,417 △17,048 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 216 △272 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △489 △152 

当期変動額合計 △489 △152 

当期末残高 △272 △425 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 26,628 △5,690 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,318 △11,783 

当期変動額合計 △32,318 △11,783 

当期末残高 △5,690 △17,473 

少数株主持分 

前期末残高 24,222 24,852 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 629 △404 

当期変動額合計 629 △404 

当期末残高 24,852 24,447 

純資産合計 

前期末残高 227,865 199,109 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,170 △22,324 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 10 115 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,688 △12,187 

当期変動額合計 △28,755 △36,475 

当期末残高 199,109 162,634 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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（△） 

9,926 △24,637 

減価償却費 8,758 5,879 

減損損失 － 139 

貸倒引当金の増減（△） △4,770 △2,426 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,162 1,692 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △185 △42 

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 66 38 

資金運用収益 △80,098 △77,022 

資金調達費用 15,008 13,631 

有価証券関係損益（△） 14,646 30,437 

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 150 352 

為替差損益（△は益） 10,697 18,783 

固定資産処分損益（△は益） 73 104 

貸出金の純増（△）減 △48,081 △175,097 

預金の純増減（△） 1,122 45,847 

譲渡性預金の純増減（△） △74,218 △45,165 

借用金の純増減（△） 113,316 119,861 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △2,743 757 

コールローン等の純増（△）減 4,305 36,513 

コールマネー等の純増減（△） 19,704 △20,000 

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △110,866 △13,952 

外国為替（資産）の純増（△）減 85 447 

外国為替（負債）の純増減（△） 93 △58 

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 － △136 

資金運用による収入 86,196 81,624 

資金調達による支出 △13,108 △12,312 

その他 △18,526 △5,618 

小計 △67,281 △20,360 

法人税等の支払額 △2,671 △324 

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,953 △20,684 

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 △331,704 △585,619 

有価証券の売却による収入 170,988 407,118 

有価証券の償還による収入 230,353 239,468 

金銭の信託の増加による支出 △147 △148 

金銭の信託の減少による収入 1,996 10,796 

有形固定資産の取得による支出 △11,011 △2,473 

有形固定資産の売却による収入 165 3 

無形固定資産の取得による支出 △3,946 △1,866 

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,695 67,278 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △1,663 △1,656 

少数株主への配当金の支払額 △628 △677 

自己株式の取得による支出 △585 △421 

その他 10 115 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,866 △2,640 

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,108 43,946 

現金及び現金同等物の期首残高 92,716 76,607 

現金及び現金同等物の期末残高 76,607 120,553 
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   該当事項はありません。 

  

  

 
 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20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。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(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】

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

  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同

適用指針を適用しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、リース債権及びリース投資資産は１６，４８１百万円増加し、有形固

定資産及び無形固定資産が併せて同額減少しております。また、この変更による損益に与える影響は軽微

であります。

(7)【追加情報】

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（変動利付国債の時価）

「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第25号 平成20

年10月28日）が公表されたことを機に、金融資産の時価を見直した結果、「有価証券」中の国債のうち、

変動利付国債の連結貸借対照表計上額については、従来、市場価格に基づく価額を付しておりましたが、

当該市場価格は、実際の売買事例が極めて少ない等の理由から公正な評価額を示していないと考えられる

ため、当連結会計年度末においては合理的に算定された価額に基づき計上しております。 

 これにより、「有価証券」中の国債及びその他有価証券評価差額金はそれぞれ１９，２８８百万円増加

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、当該変動利付国債から発生するコンベクシティ調整後の将

来予測キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定する方法で計算された価格に、ブラック・ショー

ルズ型のオプション・モデルで計算した各将来予測キャッシュ・フローにかかるゼロフロアオプションの

割引現在価値を加算する方式で算出された理論価格に基づき算定しております。なお、上記計算における

主たる価格決定変数は、マーケットイールド及びフォワードレートボラティリティであり、マーケットイ

ールドとして「国債スポットレート」が、また、フォワードレートボラティリティとして「円スワップシ

ョンボラティリティ」がそれぞれ使用されております。 

 当行では、当該変動利付国債各銘柄の理論価格について、情報ベンダーが上記の方法に基づき算定した

理論価格を入手し、その適切性を検証のうえ利用しております。
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(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) リース業務・・・・・・・リース業 

(3) その他の業務・・・・・・信用保証、ソフトウエア開発等、クレジットカードほか 

  

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

銀行・証券業務 
(百万円)

リース業務
(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
98,603 6,704 2,064 107,373 ─ 107,373

 (2)セグメント間の
内部経常収益

575 2,542 4,353 7,471 (7,471) ─

計 99,178 9,247 6,418 114,844 (7,471) 107,373

経常費用 126,710 9,416 5,158 141,285 (7,251) 134,033

経常利益

 （△は経常損失）
△27,531 △169 1,260 △26,440 (220) △26,660

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出

資産 4,596,322 24,982 35,102 4,656,407 (48,757) 4,607,649

減価償却費 3,429 274 66 3,770 2,109 5,879

減損損失 139 ─ ─ 139 ─ 139

資本的支出 3,563 293 104 3,961 379 4,340

２ 所在地別セグメント情報

３ 国際業務経常収益

金額(百万円)

Ⅰ 国際業務経常収益 10,608

Ⅱ 連結経常収益 107,373

Ⅲ 国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合
  (％)

9.88
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
３ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

(１株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 円 501.09

１株当たり当期純損失 円 80.87

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 百万円 162,634

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 24,447

 （うち少数株主持分） 百万円 24,447

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 138,186

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 275,770

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純損失 百万円 22,324

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損失 百万円 22,324

普通株式の期中平均株式数 千株 276,036

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

現金預け金 103,567 146,814 

現金 56,653 65,119 

預け金 46,913 81,695 

コールローン 38,392 1,556 

買入金銭債権 6,191 6,474 

商品有価証券 4,313 2,289 

商品国債 2,025 926 

商品地方債 1,289 1,362 

その他の商品有価証券 999 － 

金銭の信託 43,000 32,000 

有価証券 1,540,755 1,426,569 

国債 640,984 790,571 

地方債 283,471 228,645 

社債 145,157 81,430 

株式 102,260 71,854 

その他の証券 368,880 254,067 

貸出金 2,694,243 2,867,713 

割引手形 34,365 29,640 

手形貸付 162,140 146,917 

証書貸付 2,106,518 2,302,112 

当座貸越 391,218 389,042 

外国為替 1,083 636 

外国他店預け 979 559 

買入外国為替 11 11 

取立外国為替 93 65 

その他資産 45,493 28,576 

前払費用 77 76 

未収収益 9,646 7,721 

先物取引差入証拠金 45 41 

金融派生商品 12,275 14,614 

その他の資産 23,447 6,122 

有形固定資産 38,872 39,140 

建物 11,848 11,419 

土地 24,170 24,414 

リース資産 － 411 

建設仮勘定 42 246 

その他の有形固定資産 2,810 2,647 

無形固定資産 988 9,680 

ソフトウエア 686 8,543 

リース資産 － 156 

その他の無形固定資産 302 980 

繰延税金資産 45,081 43,880 

支払承諾見返 25,252 22,811 

貸倒引当金 △35,510 △31,821 

資産の部合計 4,551,725 4,596,322 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

預金 3,946,439 3,994,232 

当座預金 121,356 116,979 

普通預金 1,747,570 1,746,427 

貯蓄預金 38,024 35,466 

通知預金 4,542 3,162 

定期預金 1,955,271 1,995,267 

その他の預金 79,674 96,929 

譲渡性預金 144,210 99,044 

コールマネー 20,000 － 

債券貸借取引受入担保金 38,934 24,981 

借用金 153,400 273,100 

借入金 153,400 273,100 

外国為替 258 200 

売渡外国為替 181 119 

未払外国為替 77 81 

社債 20,000 20,000 

その他負債 24,346 17,487 

未決済為替借 115 7 

未払法人税等 89 104 

未払費用 7,969 9,570 

前受収益 1,788 1,637 

従業員預り金 1,449 1,376 

金融派生商品 6,472 1,491 

リース債務 － 554 

その他の負債 6,461 2,744 

退職給付引当金 6,609 8,286 

役員退職慰労引当金 436 393 

睡眠預金払戻損失引当金 66 105 

支払承諾 25,252 22,811 

負債の部合計 4,379,953 4,460,644 

純資産の部 

資本金 29,249 29,249 

資本剰余金 18,820 18,830 

資本準備金 18,813 18,813 

その他資本剰余金 6 16 

利益剰余金 132,026 108,019 

利益準備金 13,257 13,257 

その他利益剰余金 118,768 94,762 

別途積立金 112,840 116,240 

繰越利益剰余金 5,928 △21,477 

自己株式 △2,629 △2,945 

株主資本合計 177,467 153,154 

その他有価証券評価差額金 △5,423 △17,051 

繰延ヘッジ損益 △272 △425 

評価・換算差額等合計 △5,695 △17,476 

純資産の部合計 171,771 135,677 

負債及び純資産の部合計 4,551,725 4,596,322 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

経常収益 101,327 99,178 

資金運用収益 80,191 77,105 

貸出金利息 51,987 53,908 

有価証券利息配当金 26,966 22,018 

コールローン利息 849 829 

預け金利息 169 176 

その他の受入利息 218 172 

役務取引等収益 12,123 10,600 

受入為替手数料 3,202 3,130 

その他の役務収益 8,921 7,470 

その他業務収益 1,103 4,925 

外国為替売買益 299 293 

商品有価証券売買益 48 36 

国債等債券売却益 753 4,438 

国債等債券償還益 － 156 

その他の業務収益 1 0 

その他経常収益 7,909 6,546 

株式等売却益 6,191 5,179 

金銭の信託運用益 109 71 

その他の経常収益 1,608 1,296 

経常費用 102,322 126,710 

資金調達費用 15,601 14,226 

預金利息 10,619 10,592 

譲渡性預金利息 767 520 

コールマネー利息 77 77 

債券貸借取引支払利息 2,377 932 

借用金利息 1,185 1,630 

社債利息 202 201 

金利スワップ支払利息 364 253 

その他の支払利息 7 17 

役務取引等費用 4,224 4,237 

支払為替手数料 608 596 

その他の役務費用 3,615 3,641 

その他業務費用 25,229 20,986 

国債等債券売却損 5,696 2,288 

国債等債券償還損 7,454 11,549 

国債等債券償却 5,344 3,807 

金融派生商品費用 6,733 3,340 

営業経費 48,523 52,310 

その他経常費用 8,743 34,947 

貸出金償却 4,295 11,038 

株式等売却損 450 1,265 

株式等償却 2,709 21,300 

金銭の信託運用損 222 423 

その他の経常費用 1,065 919 

経常損失（△） △994 △27,531 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 9,220 2,977 

貸倒引当金戻入益 2,090 1,896 

償却債権取立益 7,130 1,080 

特別損失 73 247 

固定資産処分損 73 108 

減損損失 － 139 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,152 △24,801 

法人税、住民税及び事業税 280 10 

法人税等調整額 2,823 △2,461 

法人税等合計 3,103 △2,451 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,049 △22,349 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 29,249 29,249 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 29,249 29,249 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 18,813 18,813 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18,813 18,813 

その他資本剰余金 

前期末残高 5 6 

当期変動額 

自己株式の処分 1 9 

当期変動額合計 1 9 

当期末残高 6 16 

資本剰余金合計 

前期末残高 18,819 18,820 

当期変動額 

自己株式の処分 1 9 

当期変動額合計 1 9 

当期末残高 18,820 18,830 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 13,257 13,257 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,257 13,257 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 108,190 112,840 

当期変動額 

別途積立金の積立 4,650 3,400 

当期変動額合計 4,650 3,400 

当期末残高 112,840 116,240 

繰越利益剰余金 

前期末残高 7,193 5,928 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,049 △22,349 

別途積立金の積立 △4,650 △3,400 

当期変動額合計 △1,264 △27,406 

当期末残高 5,928 △21,477 

利益剰余金合計 

前期末残高 128,640 132,026 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,049 △22,349 

別途積立金の積立 － － 

当期変動額合計 3,385 △24,006 

当期末残高 132,026 108,019 
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    該当事項はありません。 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △2,053 △2,629 

当期変動額 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 9 105 

当期変動額合計 △576 △316 

当期末残高 △2,629 △2,945 

株主資本合計 

前期末残高 174,656 177,467 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,049 △22,349 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 10 115 

当期変動額合計 2,811 △24,313 

当期末残高 177,467 153,154 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 26,401 △5,423 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,824 △11,628 

当期変動額合計 △31,824 △11,628 

当期末残高 △5,423 △17,051 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 216 △272 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △489 △152 

当期変動額合計 △489 △152 

当期末残高 △272 △425 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 26,618 △5,695 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,313 △11,781 

当期変動額合計 △32,313 △11,781 

当期末残高 △5,695 △17,476 

純資産合計 

前期末残高 201,274 171,771 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,663 △1,656 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,049 △22,349 

自己株式の取得 △585 △421 

自己株式の処分 10 115 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,313 △11,781 

当期変動額合計 △29,502 △36,094 

当期末残高 171,771 135,677 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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役 員 の 異 動 
(平成２１年６月２６日付) 

     該当ありません。 

  

 
  

 

 
  

  

  

１.代表者の異動

２.その他役員の異動

(１)新任取締役候補

きた   よしひこ

北    義 彦 (現 営業統括部長)

みのわ     なおき

箕 輪  尚 起 (現 総合企画部長)

(２)退任予定取締役

 ふくだ   りゅういち

取締役大阪支店長  福 田 隆 一

         (南都アセットリサーチ株式会社取締役社長に就任予定)

 すぎむら かずひこ

取締役総務部長  杉 村 和 彦

         (南都リース株式会社取締役社長に就任予定)

(３)退任予定監査役

 みねぎし  じゅんいち

監査役(非常勤)  峯 岸 準 一 （社外監査役）
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