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

 

(2) 連結財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 71,898 △14.2 9,554 ― 6,605 ―

21年3月期第3四半期 83,845 ― △19,525 ― △12,715 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 23.96 ―

21年3月期第3四半期 △46.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 4,468,040 204,679 4.0 653.31
21年3月期 4,607,649 162,634 3.0 501.09

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  180,133百万円 21年3月期  138,186百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 94,000 △12.5 10,600 ― 7,600 ― 27.56
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 281,756,564株 21年3月期  281,756,564株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  6,032,459株 21年3月期  5,985,664株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 275,737,436株 21年3月期第3四半期 276,114,315株
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当第３四半期の連結経営成績につきましては、経常収益は前年同四半期と比べ貸出金利息及び有価証

券利息配当金等が減少したことで資金運用収益が減少したことや、株式等売却益の減少を主因にその他

経常収益が減少したことなどから、前年同四半期比１１９億４７百万円減少して７１８億９８百万円と

なりました。 

一方、経常費用につきましては、前年同四半期と比べ預金等利息が減少したことなどで資金調達費用

が減少したことや、国債等債券関係損の減少でその他業務費用が減少したことに加え株式等償却の減少

等によりその他経常費用が減少しましたので、前年同四半期比４１０億２７百万円減少して６２３億 

４３百万円となりました。 

この結果、経常利益は、９５億５４百万円（前年同四半期△１９５億２５百万円）となり、また、四

半期純利益は６６億５百万円（前年同四半期△１２７億１５百万円）となりました。 
  

当第３四半期末における連結財政状態につきましては、総資産は前年同四半期末比１，０５８億円減

少して４兆４，６８０億円となりましたが、純資産はその他有価証券評価差額金の増加を主因に前年同

四半期末比２２０億円増加して２，０４６億円となりました。 

主要勘定の残高につきましては、預金は、個人預金が順調に推移したことから前年同四半期末比 

１，０１４億円増加し、当第３四半期末残高は４兆３２１億円となりました。一方、貸出金につきまし

ては、住宅ローンや地方公共団体向けは増加しましたが、企業等向けが減少しましたので全体では前年

同四半期末比４６４億円減少し、当第３四半期末残高は２兆７，０６６億円となりました。また、有価

証券は、国債を中心に前年同四半期末比２７６億円増加し、当第３四半期末残高は１兆４，９６１億円

となりました。 
  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表いたしました計数から変更

はありません。 
    

  

該当事項はありません。 
  

  
[簡便な会計処理] 

 ①減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。 

 ②貸倒引当金の計上方法 

「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当て

ている債権等以外の債権に対する貸倒引当金につきましては、中間連結会計期間末において使用

した予想損失率を適用して計上しております。 

 ③税金費用の計算 

法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出

に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 

 ④繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異等の発生状況について中間連結会

計期間末から大幅な変動がないと認められるため、当該中間連結会計期間末の検討において使用

した将来の業績予測を適用しております。 
  
[四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理] 

該当事項はありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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（偶発損失引当金の計上基準） 

責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払等に備えるため、対象債権に対する予想負担率

に基づき算定した将来の支払見積額を計上しております。 

 偶発損失引当金については、従来、資産の部の「貸倒引当金」に含めて計上しておりましたが、重要

性が増したことから財政状態をより適切に表示するため、第１四半期連結会計期間から負債の部に「偶

発損失引当金」として計上することとしております。なお、前連結会計年度の「貸倒引当金」に含まれ

る偶発損失引当金は７６１百万円であります。 

  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 96,357 146,830

コールローン及び買入手形 577 1,556

買入金銭債権 5,712 6,474

商品有価証券 1,658 2,289

金銭の信託 28,069 32,000

有価証券 1,496,109 1,425,966

貸出金 2,706,602 2,854,567

外国為替 1,870 636

リース債権及びリース投資資産 16,544 16,481

その他資産 41,429 33,748

有形固定資産 43,055 42,970

無形固定資産 11,866 10,904

繰延税金資産 35,260 47,170

支払承諾見返 19,235 22,811

貸倒引当金 △36,307 △36,759

資産の部合計 4,468,040 4,607,649

負債の部   

預金 4,032,155 3,984,202

譲渡性預金 67,548 99,044

コールマネー及び売渡手形 20,552 －

債券貸借取引受入担保金 49,805 24,981

借用金 6,779 259,289

外国為替 633 200

社債 20,000 20,000

その他負債 33,868 25,621

退職給付引当金 10,321 8,364

役員退職慰労引当金 436 393

睡眠預金払戻損失引当金 119 105

偶発損失引当金 1,904 －

支払承諾 19,235 22,811

負債の部合計 4,263,361 4,445,015

純資産の部   

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,830 18,830

利益剰余金 115,476 110,525

自己株式 △2,971 △2,945

株主資本合計 160,585 155,659

その他有価証券評価差額金 20,158 △17,048

繰延ヘッジ損益 △611 △425

評価・換算差額等合計 19,547 △17,473

少数株主持分 24,546 24,447

純資産の部合計 204,679 162,634

負債及び純資産の部合計 4,468,040 4,607,649
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

経常収益 83,845 71,898

資金運用収益 59,160 52,826

（うち貸出金利息） 40,526 38,776

（うち有価証券利息配当金） 17,555 13,779

役務取引等収益 14,639 13,692

その他業務収益 3,805 3,597

その他経常収益 6,240 1,781

経常費用 103,370 62,343

資金調達費用 11,021 7,284

（うち預金利息） 8,452 6,280

役務取引等費用 7,087 6,911

その他業務費用 19,550 472

営業経費 40,472 39,551

その他経常費用 25,239 8,123

経常利益又は経常損失（△） △19,525 9,554

特別利益 1,814 1,748

貸倒引当金戻入益 699 －

償却債権取立益 1,115 1,748

特別損失 197 120

固定資産処分損 58 42

減損損失 139 77

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△17,908 11,182

法人税、住民税及び事業税 641 330

法人税等調整額 △6,202 3,825

法人税等合計 △5,560 4,155

少数株主利益 368 420

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,715 6,605

― 6 ―

㈱南 都 銀 行(8367) 平成22年３月期  第３四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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