
平成１７年３月期 個別財務諸表の概要  平成17年5月20日

上 場 会 社 名  株式会社　南 都 銀 行 上 場 取 引 所 　東証・大証

コ ー ド 番 号  ８３６７ 本社所在都道府県 　奈良県

代 表 者

問合せ先責任者

決算取締役会開催日  平成17年5月20日
中間配当制度の有
無  有

配当支払開始予定日  平成17年6月29日
定時株主総会開催

日  平成17年6月29日
単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000株）

１.17年3月期の業績（平成16年4月1日～平成17年3月31日）
(1)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 3 月 期 93,046  (　  5.3) 15,725 (  16.3) 7,434 (   58.9)
16 年 3 月 期 88,327  (　△7.4) 13,526 ( 217.4) 4,677 ( △20.3)

  
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

株 主 資 本
当期純利益率

経常収支率 預金残高

円　　銭 円　　銭 ％ ％ 百万円

17 年 3 月 期 26  65   ―       4.0      83.1 3,806,144   
16 年 3 月 期 16  75   ―       2.7      84.7 3,741,947   
 (注) ①期中平均株式数  17年3月期 278,994,841株 　16年3月期 279,293,080株

      ②会計処理の方法の変更 無
      ③経常収支率＝経常費用／経常収益×100

      ④経常収益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況
配当金総額

中　間 期 末 (年 間）
    円　 銭     円　 銭     円　 銭 百万円 ％ ％

17 年 3 月 期     6   00      3   50      2   50  1,671  22.5　 0.9
16 年 3 月 期     5   00      2   50      2   50  1,396  29.9　 0.8
（注）17年3月期中間配当金の内訳 記念配当　   1円  00銭 　特別配当　― 円 ― 銭

(3)財政状態

総  資  産 株主資本 株主資本比率
１株当たり
株主資本

自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円  銭 ％

17 年 3 月 期 4,223,180 187,146 4.4   674  41 〔速報値〕 9.19
16 年 3 月 期 4,173,543 184,954 4.4   662  29 9.26
（注）①期末発行済株式数　17年3月期 277,497,843株　16年3月期 279,266,713株

（注）②期末自己株式数　　17年3月期   4,258,721株　16年3月期   2,489,851株

２.18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）
１株当たり年間配当金

中　間 期  末
 百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中　間　期 47,000 7,000 1,500   2  50  ―    ―    
通 　 　期 89,000 12,000 5,000 ―          2  50       5  00  

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）      18円 02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７ページを参照してください。

当期純利益

１株当たり年間配当金
配当性向

株主資本
配当率

（ＵＲＬ　http://www.nantobank.co.jp/)

経 常 収 益 経 常 利 益

経常収益 経常利益 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 総 合 企 画 部長 氏名 松 岡 弘 樹
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

 

  
前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(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
(％)

(資産の部)  

現金預け金  114,225 2.74 92,204 2.18

現金  47,011 63,658

預け金  67,213 28,546

コールローン  65,822 1.58 15,031 0.36

買入金銭債権  2,864 0.07 4,092 0.10

商品有価証券  728 0.02 852 0.02

商品国債  728 839

商品地方債  ― 12

金銭の信託  44,000 1.05 45,000 1.07

有価証券 ※8 1,389,892 33.30 1,470,162 34.81

国債 ※2 518,561 567,545

地方債  182,189 164,965

社債  210,229 152,193

株式 ※1 91,917 98,009

その他の証券 ※2 386,994 487,448

貸出金 
※ 

3.4.5 

6.9 

2,449,296 58.69 2,492,116 59.01

割引手形 ※7 47,391 45,174

手形貸付  214,937 213,117

証書貸付  1,819,760 1,871,044

当座貸越  367,206 362,779

外国為替  823 0.02 1,668 0.04

外国他店預け  289 906

買入外国為替 ※7 313 474

取立外国為替  221 287

その他資産  31,114 0.74 30,011 0.71

前払費用  87 83

未収収益  9,514 9,519

先物取引差入証拠金  47 40

金融派生商品  12,083 5,382

繰延ヘッジ損失  3,184 2,105

その他の資産  6,197 12,880

動産不動産 
※

10.11 
44,968 1.08 41,586 0.98

土地建物動産  41,683 39,398

建設仮払金  898 ―

保証金権利金  2,386 2,187

繰延税金資産  42,693 1.02 38,385 0.91

支払承諾見返  46,557 1.11 42,592 1.01

貸倒引当金  △59,445 △1.42 △50,524 △1.20

資産の部合計  4,173,543 100 4,223,180 100 
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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(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
(％)

(負債の部)  

預金 ※8 3,741,947 89.66 3,806,144 90.12

当座預金  89,582 100,829

普通預金  1,481,314 1,573,428

貯蓄預金  47,576 44,986

通知預金  9,130 10,150

定期預金  2,017,169 1,995,232

定期積金  16,592 15,539

その他の預金  80,581 65,977

譲渡性預金  34,200 0.82 2,580 0.06

コールマネー  ― ― 10,738 0.26

債券貸借取引受入担保金 ※8 130,841 3.14 139,928 3.31

借用金 ※8 1,056 0.03 ― ―

借入金  1,056 ―

外国為替  117 0.00 123 0.00

売渡外国為替  81 101

未払外国為替  36 21

その他負債  31,060 0.74 30,798 0.73

未決済為替借  382 116

未払法人税等  160 638

未払費用  6,968 5,194

前受収益  1,722 1,627

従業員預り金  1,492 1,482

給付補てん備金  2 1

金融派生商品  6,855 7,579

繰延ヘッジ利益  1,027 668

その他の負債  12,448 13,490

退職給付引当金  2,807 0.07 3,127 0.08

支払承諾  46,557 1.11 42,592 1.01

負債の部合計  3,988,588 95.57 4,036,033 95.57
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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(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
(％)

(資本の部)  

資本金 ※12 29,249 0.70 29,249 0.69

資本剰余金  18,814 0.45 18,816 0.45

 資本準備金  18,813 18,813

 その他資本剰余金  0 2

  自己株式処分差益  0 2

利益剰余金 ※13 113,026 2.71 118,785 2.81

 利益準備金  13,257 13,257

任意積立金  94,110 97,410

 別途積立金  94,110 97,410

当期未処分利益  5,659 8,117

その他有価証券評価差額金 ※13 24,796 0.59 22,189 0.53

自己株式 ※14 △933 △0.02 △1,894 △0.05

資本の部合計  184,954 4.43 187,146 4.43

負債及び資本の部合計  4,173,543 100 4,223,180 100 
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(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
(％)

経常収益  88,327 100 93,046 100 

資金運用収益  65,482 65,802

貸出金利息  45,271 44,352

有価証券利息配当金  20,014 21,244

コールローン利息  99 47

買現先利息  1 3

買入手形利息  0 ―

預け金利息  0 9

その他の受入利息  95 144

役務取引等収益  9,131 10,048

受入為替手数料  3,415 3,385

その他の役務収益  5,715 6,663

その他業務収益  9,452 6,089

外国為替売買益  322 412

商品有価証券売買益  16 26

国債等債券売却益  9,048 5,557

国債等債券償還益  63 89

その他の業務収益  0 3

その他経常収益  4,260 11,106

株式等売却益  1,902 9,170

金銭の信託運用益  457 864

その他の経常収益 ※1 1,901 1,070

経常費用  74,801 84.69 77,320 83.10

資金調達費用  6,351 6,596

預金利息  2,390 1,884

譲渡性預金利息  15 13

コールマネー利息  15 6

債券貸借取引支払利息  2,020 2,873

借用金利息  67 17

金利スワップ支払利息  1,834 1,793

その他の支払利息  8 8

役務取引等費用  3,607 4,074

支払為替手数料  635 633

その他の役務費用  2,971 3,440

その他業務費用  2,795 4,232

国債等債券売却損  406 1,132

国債等債券償却  1 ―

金融派生商品費用  2,387 3,100

営業経費  45,205 46,860

その他経常費用  16,841 15,557

貸倒引当金繰入額  4,791 3,656

貸出金償却  10,305 8,652

株式等売却損  281 99

株式等償却  8 1,005

金銭の信託運用損  92 17

その他の経常費用  1,361 2,125

経常利益  13,526 15.31 15,725 16.90
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(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
(％)

特別利益  1,422 1.61 1,476 1.59

動産不動産処分益  214 98

償却債権取立益  1,205 1,378

その他の特別利益  2 ―

特別損失  520 0.59 3,100 3.33

動産不動産処分損  520 441

土地評価損  ― 2,659

税引前当期純利益  14,428 16.33 14,101 15.16

法人税、住民税及び事業税  50 0.05 600 0.65

法人税等調整額  9,700 10.98 6,067 6.52

当期純利益  4,677 5.30 7,434 7.99

前期繰越利益  1,679 1,660

中間配当額  698 977

当期未処分利益  5,659 8,117

  

 

 

 

③ 【利益処分計算書案】 

 

  
前事業年度 

(株主総会承認日 
平成16年６月29日) 

当事業年度 
 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

当期未処分利益  5,659 8,117

利益処分額  3,998 6,453

配当金  (１株につき２円50銭) 698 (１株につき２円50銭) 693

任意積立金  3,300 5,760

 別途積立金  3,300 5,760

次期繰越利益  1,660 1,664
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重要な会計方針 

 

 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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。 

同左 

２ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 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）、子会社

株式については移動平均法による原

価法、その他有価証券のうち時価の

あるものについては決算日の市場価

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。 

(1)      同左 

 (2) 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。 

(2)      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。 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

 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 

(1) 動産不動産 

 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 

(2) ソフトウェア 

 自社利用のソフトウェアについて

は、行内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法により償却しておりま

す。 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建の資産・負債については、決

算日の為替相場による円換算額を付し

ております。 

(会計方針の変更) 

 外貨建取引等の会計処理につきまし

ては、前事業年度は「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計

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25

号。以下「業種別監査委員会報告第25

号」という。）による経過措置を適用

しておりましたが、当事業年度から

は、同報告の本則規定を適用しており

ます。 

 この結果、先物外国為替取引等に係

る円換算差金は、従来、相殺のうえ

「その他の資産」又は「その他の負

債」で純額表示しておりましたが、当

事業年度からは、業種別監査委員会報

告第25号に基づき総額で表示するとと

もに、その他資産及びその他負債中の

「金融派生商品」に含めて計上してお

ります。この変更に伴い、従来の方法

によった場合と比較して、「その他の

資産」は7,513百万円減少し、その他

資産中の「金融派生商品」は10,182百

万円増加、その他負債中の「金融派生

商品」は2,669百万円増加しておりま

す。 

 外貨建の資産・負債については、決

算日の為替相場による円換算額を付し

ております。 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  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。 

  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66,916百万円でありま

す。 

(1) 貸倒引当金 

  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。 

  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61,182百万円でありま

す。 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業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：各発生年度の

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

発生の翌事業年度から費用処理

(追加情報) 

  当行は、確定給付企業年金法の施

行により、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

けたことに伴い、企業年金基金制度

及び退職一時金制度に移行しており

ます。 

  当事業年度における損益に与えて

いる影響額は、特別利益として２百

万円計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、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：各発生年度の

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

発生の翌事業年度から費用処理

(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。 

  当事業年度における損益に与えて

いる影響額は、「その他の経常収

益」として117百万円計上しており

ます。 

７ リース取引の処理方法  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。 

同左 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 

(追加情報) 

 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、繰延

ヘッジによっております。前事業年度

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。以下「業種別監査

委員会報告第24号」という。）に規定

する経過措置に基づき、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「マクロヘッジ」を実施しておりま

したが、当事業年度からは、同報告の

本則規定に基づき処理しております。

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、当事業年度末の貸借対照表に

計上している繰延ヘッジ損益のうち、

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、当事業年度末における「マク

ロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は

3,702百万円であります。 

(イ)金利リスク・ヘッジ 

 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、当事業年度末の貸借対照表に

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、当事業年度末における「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。 

 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建その他有価証券（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その他

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 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

９ 消費税等の会計処理  消費税及び地方消費税（以下「消費

税等」という。）の会計処理は、税抜

方式によっております。ただし、動産

不動産に係る控除対象外消費税等は当

事業年度の費用に計上しております。

同左 

 

 

追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――――  「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日以後開始する事業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、

「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、当事業年度から損益計算書中の「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事業

年度の「営業経費」は185百万円増加し、「経常利益」

及び「税引前当期純利益」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 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 子会社の株式総額          374百万円 ※１ 子会社の株式総額          212百万円 

※２ 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、国債及びその他の証券に

合計40,681百万円含まれております。 

※２       ――――――― 

※３ 貸出金のうち、破綻先債権額は10,046百万円、延

滞債権額は108,572百万円であります。 

   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、破綻先債権額は5,112百万円、延

滞債権額は105,479百万円であります。 

   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。 

※４ 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は1,872百

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。 

※４ 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は1,880百

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。 

※５ 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は40,764百万

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 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は26,054百万

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。 

※６ 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161,255百万

円であります。 

   なお、上記３から６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 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138,526百万

円であります。 

   なお、上記３から６に掲げた債権額は、貸倒引当

金控除前の金額であります。 

※７ 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47,704百万円であります。 

※７ 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。 
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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17年３月31日) 

※８ 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         241,613百万円 

   担保資産に対応する債務 

     預金           53,945百万円 

     債券貸借取引受入担保金  130,841百万円 

     借用金           1,056百万円 

   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66,424百万

円を差し入れております。 

※８ 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。 

※９ 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888,671百万円であります。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886,671百万円あります。 

   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 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891,288百万円であります。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882,198百万円あります。 

   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。 

※10 動産不動産の減価償却累計額 25,352百万円
 

※10 動産不動産の減価償却累計額 25,728百万円
 

※11 動産不動産の圧縮記帳額 739百万円

   (当事業年度圧縮記帳額 ―百万円)
 

※11 動産不動産の圧縮記帳額 739百万円

   (当事業年度圧縮記帳額 ―百万円)
 

※12 会社が発行する株式の総数  

    普通株式 640,000千株 
 

※12 会社が発行する株式の総数  

    普通株式 640,000千株 
 

   発行済株式総数  

    普通株式 281,756千株 
 

   発行済株式総数  

    普通株式 281,756千株 
 

※13 商法施行規則第124条第３号に規定する時価を付

したことにより増加した純資産額は、25,139百万円

であります。 

※13 商法施行規則第124条第３号に規定する時価を付

したことにより増加した純資産額は、22,457百万円

であります。 
 

※14 会社が保有する自己株式の数  

    普通株式 2,489千株 
  

※14 会社が保有する自己株式の数  

    普通株式 4,258千株 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ その他の経常収益には、退職金規定等の改定に伴

う退職給付会計基準上の過去勤務債務処理額3,315

百万円及び数理計算上の差異処理額等△2,392百万

円を含んでおります。 

※１       ――――――― 

 

 

(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) 

前事業年度(平成16年３月31日現在)並びに当事業年度(平成17年３月31日現在)における子会社株

式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。 

 

 

(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金 
算入限度超過額 

42,187百万円

退職給付引当金損金 
算入限度超過額 

3,293百万円

減価償却費損金 
算入限度超過額 

1,311百万円

土地評価損 3,602百万円
有価証券評価損 10,806百万円
その他 1,833百万円
 

繰延税金資産小計 63,034百万円
評価性引当額 △3,602百万円
繰延税金資産合計 59,431百万円
繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △16,738百万円
繰延税金負債合計 △16,738百万円
繰延税金資産の純額 42,693百万円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金 
算入限度超過額 

37,339百万円

退職給付引当金損金 
算入限度超過額 

3,645百万円

減価償却費損金 
算入限度超過額 

1,169百万円

土地評価損 4,673百万円
有価証券評価損 9,062百万円
その他 2,147百万円
 

繰延税金資産小計 58,038百万円
評価性引当額 △4,673百万円
繰延税金資産合計 53,364百万円
繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △14,979百万円
繰延税金負債合計 △14,979百万円
繰延税金資産の純額 38,385百万円

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.7％
(調整) 

 評価性引当額 24.9％

 その他 0.9％

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

67.5％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.3％
(調整) 

 評価性引当額 7.5％

 その他 △0.6％

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

47.2％
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役  員  の  異  動                
（平成１７年６月２９日付） 

 
１．代表者の異動  
  代表取締役 専務取締役    植野 康夫（現 専務取締役） 
 
  取締役 相談役        阪本 道隆（現 代表取締役 会長） 
 
２．その他役員の異動 
 （１）新任取締役候補 
 
     橋本 正昭 （現 証券国際部長） 
 
     松岡 弘樹 （現 総合企画部長） 
 
     田邊 章三 （現 営業統括部長） 
 
 
 （２）退任予定取締役 
 
   取締役監査部長   依田 忠次 （南都スタッフサービス株式会社取締役社長に 
                    就任の予定） 

 
   取締役本店営業部長 高塚 好弘 （南都商事株式会社取締役社長 兼 
                    サザン商事株式会社取締役社長に就任の予定） 
 

   取締役公務部長   木口 宗久 （南都信用保証株式会社取締役社長に就任の予定） 
 

   取締役総務部長   大西 利夫 （南都地所株式会社取締役社長に就任の予定） 
 
 
 （３）新任監査役候補  
   監査役（非常勤）※  峯岸 準一（現 三菱製鋼株式会社代表取締役専務取締役） 
             （※社外監査役） 
 
 
 （４）退任予定監査役  
   監査役（非常勤）  谷口 和夫 

 

はしもと まさあき 

まつおか ひろき 

たなべ  しょうぞう 

よりた  ただつぐ 

たかつか よしひろ 

みねぎし じゅんいち 

うえの  やすお 

さかもと みちたか 

きぐち  むねひさ 

おおにし としお 

たにぐち かずお 




