
ファイル名:000_1_0550747002111.doc 更新日時:2009/11/26 21:18 印刷日時:09/11/26 21:25 

 

四 半 期 報 告 書 
 

(第122期第２四半期) 

 

株 式 会 社  南 都 銀 行 



ファイル名:000_3_0550747002111.doc 更新日時:2008/10/06 15:01 印刷日時:09/11/26 21:25 

 

 

 
 

四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された中間監

査報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込

んでおります。 
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１【中間連結財務諸表】 
(1)【中間連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度に係る 
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 105,751 97,583 146,830

コールローン及び買入手形 30,182 1,373 1,556

買入金銭債権 5,170 5,865 6,474

商品有価証券 2,708 2,120 2,289

金銭の信託 42,855 27,986 32,000

有価証券 ※6, ※11  1,454,236 ※6, ※11  1,457,019 ※6, ※11  1,425,966

貸出金
※1, ※2, ※3, ※4, ※5, 

※7  2,679,621
※1, ※2, ※3, ※4, ※5, 

※6, ※7  2,765,152 
※1, ※2, ※3, ※4, ※5, 

※6, ※7  2,854,567

外国為替 ※5  950 ※5  1,997 ※5  636

リース債権及びリース投資資産 16,769 16,719 16,481

その他資産 ※6  69,294 ※6  44,756 ※6  33,748

有形固定資産 ※8  43,878 ※8  42,817 ※8, ※9  42,970

無形固定資産 ※6  10,840 ※6  11,014 ※6  10,904

繰延税金資産 50,707 39,605 47,170

支払承諾見返 24,851 19,672 22,811

貸倒引当金 △39,235 △35,885 △36,759

資産の部合計 4,498,583 4,497,798 4,607,649

負債の部    

預金 ※6  3,918,151 ※6  3,997,584 ※6  3,984,202

譲渡性預金 78,921 84,314 99,044

コールマネー及び売渡手形 82,000 30,000 －

債券貸借取引受入担保金 ※6  28,149 ※6  32,316 ※6  24,981

借用金 ※6  100,818 ※6  78,355 ※6  259,289

外国為替 275 513 200

社債 ※10  20,000 ※10  20,000 ※10  20,000

その他負債 42,318 25,050 25,621

退職給付引当金 7,749 9,696 8,364

役員退職慰労引当金 358 418 393

睡眠預金払戻損失引当金 64 99 105

偶発損失引当金 － 1,754 －

支払承諾 24,851 19,672 22,811

負債の部合計 4,303,659 4,299,776 4,445,015

純資産の部    

資本金 29,249 29,249 29,249

資本剰余金 18,829 18,830 18,830

利益剰余金 134,794 114,575 110,525

自己株式 △2,871 △2,968 △2,945

株主資本合計 180,002 159,686 155,659

その他有価証券評価差額金 △10,067 14,435 △17,048

繰延ヘッジ損益 111 △454 △425

評価・換算差額等合計 △9,955 13,980 △17,473

少数株主持分 24,877 24,354 24,447

純資産の部合計 194,924 198,021 162,634

負債及び純資産の部合計 4,498,583 4,497,798 4,607,649

─ 28 ─

























































































３【中間財務諸表】 
(1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 105,738 97,571 146,814

コールローン 30,182 1,373 1,556

買入金銭債権 5,170 5,865 6,474

商品有価証券 2,708 2,120 2,289

金銭の信託 42,855 27,986 32,000

有価証券
※1, ※7, ※13

1,454,818

※1, ※7, ※13  
1,457,594 

※1, ※7, ※13

1,426,569

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※8  2,692,776
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  2,778,321 
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  2,867,713

外国為替 ※6  950 ※6  1,997 ※6  636

その他資産 ※7  64,107 ※7  39,170 ※7  28,576

有形固定資産 ※9  39,040 ※9  39,648 ※9, ※10  39,140

無形固定資産 ※7  9,517 ※7  9,946 ※7  9,680

繰延税金資産 47,732 36,142 43,880

支払承諾見返 24,851 19,672 22,811

貸倒引当金 △35,023 △30,630 △31,821

資産の部合計 4,485,426 4,486,780 4,596,322

負債の部    

預金 ※7  3,927,069 ※7  4,006,678 ※7  3,994,232

譲渡性預金 78,921 84,714 99,044

コールマネー 82,000 30,000 －

債券貸借取引受入担保金 ※7  28,149 ※7  32,316 ※7  24,981

借用金 ※7, ※11  114,100 ※7, ※11  92,400 ※7, ※11  273,100

外国為替 275 513 200

社債 ※12  20,000 ※12  20,000 ※12  20,000

その他負債 34,480 17,428 17,487

未払法人税等 365 109 104

リース債務 163 848 554

その他の負債 33,950 16,469 16,828

退職給付引当金 7,680 9,606 8,286

役員退職慰労引当金 358 418 393

睡眠預金払戻損失引当金 64 99 105

偶発損失引当金 － 1,754 －

支払承諾 24,851 19,672 22,811

負債の部合計 4,317,951 4,315,604 4,460,644

─ 72 ─



(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部    

資本金 29,249 29,249 29,249

資本剰余金 18,829 18,830 18,830

資本準備金 18,813 18,813 18,813

その他資本剰余金 15 16 16

利益剰余金 132,227 112,089 108,019

利益準備金 13,257 13,257 13,257

その他利益剰余金 118,970 98,832 94,762

別途積立金 116,240 92,240 116,240

繰越利益剰余金 2,730 6,592 △21,477

自己株式 △2,871 △2,968 △2,945

株主資本合計 177,435 157,201 153,154

その他有価証券評価差額金 △10,072 14,429 △17,051

繰延ヘッジ損益 111 △454 △425

評価・換算差額等合計 △9,960 13,974 △17,476

純資産の部合計 167,474 171,176 135,677

負債及び純資産の部合計 4,485,426 4,486,780 4,596,322

─ 73 ─













































 

  

平成20年11月18日

株式会社南都銀行 

取 締 役 会 御中 

  

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社南都銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

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

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社南都銀行及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 
  

独立監査人の中間監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    山    下    幸    一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    脇    田    勝    裕    ㊞ 

 

※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

  ２．中間連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。 



 

  

平成21年11月25日

株式会社南都銀行 

取 締 役 会 御中 

  

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社南都銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

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

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社南都銀行及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

独立監査人の中間監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    米    林       彰       ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    脇    田    勝    裕    ㊞ 

 

※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

  ２．中間連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。 



 

  

平成20年11月18日

株式会社南都銀行 

取 締 役 会 御中 

  

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社南都銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第121期事業年度の中

間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社南都銀行の平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 
  

独立監査人の中間監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    山    下    幸    一    ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    脇    田    勝    裕    ㊞ 

※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

  ２．中間財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。 



 

  

平成21年11月25日

株式会社南都銀行 

取 締 役 会 御中 

  

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社南都銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第122期事業年度の中

間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社南都銀行の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

独立監査人の中間監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    米    林       彰       ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    脇    田    勝    裕    ㊞ 

※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

  ２．中間財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月26日 

【会社名】 株式会社南都銀行 

【英訳名】 The Nanto Bank，Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  植  野  康  夫 

【最高財務責任者の役職氏名】           ─ 

【本店の所在の場所】 奈良市橋本町16番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社南都銀行東京支店 

(東京都中央区京橋一丁目12番５号（京橋YSビル）） 

 

 

株式会社南都銀行大阪支店 

(大阪市中央区難波四丁目７番２号) 

 株式会社南都銀行京都支店 

(京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地１) 

 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

(大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 (注）上記のうち株式会社南都銀行東京支店は、金融商品取

引法の規定による縦覧に供する場所ではありません

が、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としており

ます。 



当行取締役頭取植野康夫は、当行の第122期第２四半期(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


