
１【連結財務諸表等】 
（１）【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18年03月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年03月31日) 

資産の部   

現金預け金 55,324 50,322

コールローン及び買入手形 36,412 129,381

買入金銭債権 21,308 22,363

商品有価証券 340 1,012

金銭の信託 13,807 13,999

有価証券 ※1, ※2, ※9, ※17  1,426,683 ※1, ※2, ※9, ※17  1,355,021

貸出金
※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※10

2,378,949

※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※10

2,473,464

外国為替 ※8  5,272 ※8  8,460

その他資産 ※9  30,376 ※9  22,106

動産不動産 ※9, ※11, ※12, ※13  79,069 －

有形固定資産 － ※12, ※13  76,255

建物 － 10,407

土地 － ※11  43,307

建設仮勘定 － 3,563

その他の有形固定資産 － 18,975

無形固定資産 － 8,014

ソフトウエア － 7,830

その他の無形固定資産 － 184

繰延税金資産 272 315

支払承諾見返 ※17  52,945 ※17  36,625

貸倒引当金 △17,822 △17,981

投資損失引当金 △28 △23

資産の部合計 4,082,911 4,179,335

負債の部   

預金 ※9  3,502,102 ※9  3,585,802

譲渡性預金 122,177 119,949

コールマネー及び売渡手形 3,759 14,166

債券貸借取引受入担保金 ※9  40,188 ※9  38,114

借用金 ※14  38,387 ※14  21,552

外国為替 93 63

その他負債 ※9  36,675 ※9  44,377

役員賞与引当金 － 35

退職給付引当金 8,079 6,846

役員退職慰労引当金 － 251

時効預金払戻引当金 － 418

利息返還損失引当金 － 40

繰延税金負債 15,012 14,743

再評価に係る繰延税金負債 ※11  13,619 ※11  12,292

連結調整勘定 21 －



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年03月31日) 

負ののれん － 59

支払承諾 ※17  52,945 ※17  36,625

負債の部合計 3,833,062 3,895,338

少数株主持分   

少数株主持分 2,515  

資本の部   

資本金 ※15  33,076  

資本剰余金 23,962  

利益剰余金 126,089  

土地再評価差額金 ※11  13,870  

その他有価証券評価差額金 50,804  

自己株式 ※16  △470  

資本の部合計 247,333  

負債及び資本の部合計（負債、少数株主持分及び
資本合計）

4,082,911  

純資産の部   

資本金  33,076

資本剰余金  23,966

利益剰余金  135,261

自己株式  △604

株主資本合計  191,700

その他有価証券評価差額金  57,635

繰延ヘッジ損益  △7

土地再評価差額金  ※11  11,915

評価・換算差額等合計  69,543

少数株主持分  22,753

純資産の部合計  283,997

負債及び純資産の部合計  4,179,335



②【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

経常収益 93,345 96,635

資金運用収益 66,698 66,417

貸出金利息 41,827 44,727

有価証券利息配当金 24,413 20,906

コールローン利息及び買入手形利息 295 452

預け金利息 44 18

その他の受入利息 117 311

役務取引等収益 12,978 14,116

その他業務収益 9,203 12,029

その他経常収益 4,464 4,072

経常費用 73,975 80,573

資金調達費用 6,268 9,126

預金利息 2,476 5,376

譲渡性預金利息 117 298

コールマネー利息及び売渡手形利息 808 1,231

債券貸借取引支払利息 1,920 1,348

借用金利息 639 654

その他の支払利息 305 215

役務取引等費用 3,459 3,562

その他業務費用 14,953 14,606

営業経費 45,665 46,044

その他経常費用 3,627 7,233

貸倒引当金繰入額 － 1,909

その他の経常費用 ※1  3,627 ※1  5,323

経常利益 19,370 16,061

特別利益 6,568 2,721

動産不動産処分益 7 －

固定資産処分益 － 1,581

償却債権取立益 2,635 1,139

その他の特別利益 ※2  3,926 －

特別損失 3,917 3,383

動産不動産処分損 384 －

固定資産処分損 － 69

減損損失 ※3  3,533 ※3  3,313

税金等調整前当期純利益 22,021 15,399

法人税、住民税及び事業税 4,401 7,479

法人税等調整額 7,254 △1,344

少数株主利益 156 424

当期純利益 10,209 8,839



③【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

株主資本  

資本金  

資本金期首残高 33,076

資本金期末残高 33,076

資本剰余金  

資本剰余金合計期首残高 23,962

連結会計年度中の変動額  

自己株式の処分 3

連結会計年度中の変動額合計 3

資本剰余金合計期末残高 23,966

利益剰余金  

利益剰余金合計期首残高 126,089

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,839

土地再評価差額金の取崩 1,954

連結会計年度中の変動額合計 9,172

利益剰余金合計期末残高 135,261

自己株式  

自己株式期首残高 △470

連結会計年度中の変動額  

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 11

連結会計年度中の変動額合計 △134

自己株式期末残高 △604

株主資本合計  

株主資本合計期首残高 182,659

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,839

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 15

土地再評価差額金の取崩 1,954

連結会計年度中の変動額合計 9,041

株主資本合計期末残高 191,700



（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

評価･換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

その他有価証券評価差額金期首残高 50,804

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

6,831

連結会計年度中の変動額合計 6,831

その他有価証券評価差額金期末残高 57,635

繰延ヘッジ損益  

繰延ヘッジ損益期首残高 －

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

△7

連結会計年度中の変動額合計 △7

繰延ヘッジ損益期末残高 △7

土地再評価差額金  

土地再評価差額金期首残高 13,870

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

△1,954

連結会計年度中の変動額合計 △1,954

土地再評価差額金期末残高 11,915

評価･換算差額等合計  

評価・換算差額等合計期首残高 64,674

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

4,868

連結会計年度中の変動額合計 4,868

評価・換算差額等合計期末残高 69,543

少数株主持分  

少数株主持分期首残高 2,515

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変
動額（純額）

20,237

連結会計年度中の変動額合計 20,237

少数株主持分期末残高 22,753



（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

純資産合計  

純資産合計期首残高 249,849

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,839

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 15

土地再評価差額金の取崩 1,954

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変
動額（純額）

25,106

連結会計年度中の変動額合計 34,148

純資産合計期末残高 283,997



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17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03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 22,021 15,399

減価償却費 9,510 8,868

減損損失 3,533 3,313

連結調整勘定償却額 43 －

のれん償却額 － 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,229 159

投資損失引当金の増減額（△は減少） △27 △5

その他の偶発損失引当金の増減（△） △1 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 489 △1,233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 251

時効預金払戻引当金の増減額（△は減少） － 418

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） － 40

資金運用収益 △66,698 △66,417

資金調達費用 6,268 9,126

商品有価証券関係損益（△） 1,499 △2,054

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △247 △46

為替差損益（△は益） △15 △1

動産不動産処分損益（△） 376 －

固定資産処分損益（△は益） － △1,511

貸出金の純増（△）減 △60,445 △94,514

預金の純増減（△） 49,314 83,699

譲渡性預金の純増減（△） △4,238 △2,228

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△850 1,165

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △2,801 1,236

コールローン等の純増（△）減 △26,299 △94,023

コールマネー等の純増減（△） △3,135 10,406

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △17,772 △2,074

外国為替（資産）の純増（△）減 △152 △3,188

外国為替（負債）の純増減（△） △19 △29

資金運用による収入 65,472 65,304

資金調達による支出 △4,870 △6,651

その他 △7,392 2,301

小計 △41,670 △72,251

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,307 △5,848

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,977 △78,100



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

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 △408,357 △333,142

有価証券の売却による収入 218,464 273,764

有価証券の償還による収入 209,188 147,490

金銭の信託の増加による支出 △2,004 △1,005

金銭の信託の減少による収入 21,964 802

動産不動産の取得による支出 △8,575 －

有形固定資産の取得による支出 － △11,989

動産不動産の売却による収入 58 －

有形固定資産の売却による収入 － 2,300

無形固定資産の取得による支出 － △4,015

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,737 74,206

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入金の返済による支出 － △18,000

少数株主からの払込みによる収入 － 20,000

配当金の支払額 △1,323 △1,587

少数株主への配当金の支払額 △2 △156

自己株式の取得による支出 △137 △145

自己株式の売却による収入 － 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,463 125

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 1

現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △13,690 △3,766

現金及び現金同等物の期首残高 65,877 52,186

現金及び現金同等物の期末残高 52,186 48,420



２【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

資産の部   

現金預け金 55,308 50,292

現金 31,763 29,717

預け金 23,545 20,575

コールローン 36,412 129,381

買入金銭債権 21,308 22,363

商品有価証券 340 1,012

商品国債 316 966

商品地方債 24 45

金銭の信託 13,796 13,985

有価証券 ※9  1,426,020 ※9  1,354,903

国債 415,861 399,568

地方債 175,402 126,027

社債 ※2, ※15  235,237 ※2, ※15  235,848

株式 ※1  213,926 ※1  208,332

その他の証券 385,592 385,126

貸出金
※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※10

2,388,924

※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※10

2,481,394

割引手形 ※8  34,672 ※8  36,262

手形貸付 198,315 191,064

証書貸付 1,776,298 1,897,125

当座貸越 379,637 356,943

外国為替 5,272 8,460

外国他店預け 3,978 6,423

買入外国為替 ※8  97 ※8  102

取立外国為替 1,196 1,934

その他資産 22,489 13,373

前払費用 2,592 82

未収収益 5,768 6,390

先物取引差入証拠金 118 －

金融派生商品 842 803

その他の資産 ※9  13,166 ※9  6,097

動産不動産 ※12, ※13  63,878 －

土地建物動産 ※11  61,744 －

建設仮払金 946 －

保証金権利金 1,188 －

有形固定資産 － ※12, ※13  61,512

建物 － 10,105

土地 － ※11  43,186

建設仮勘定 － 3,563

その他の有形固定資産 － 4,656



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

無形固定資産 － 7,967

ソフトウエア － 7,789

その他の無形固定資産 － 177

支払承諾見返 ※15  53,745 ※15  36,625

貸倒引当金 △17,317 △17,404

投資損失引当金 △2 △0

資産の部合計 4,070,175 4,163,868

負債の部   

預金 ※9  3,505,228 ※9  3,590,251

当座預金 124,604 145,821

普通預金 1,388,708 1,441,745

貯蓄預金 40,847 37,350

通知預金 20,205 35,633

定期預金 1,828,977 1,848,771

定期積金 7,054 1,976

その他の預金 94,831 78,951

譲渡性預金 122,177 119,949

コールマネー 3,759 14,166

債券貸借取引受入担保金 ※9  40,188 ※9  38,114

借用金 32,000 34,600

借入金 ※14  32,000 ※14  34,600

外国為替 93 63

売渡外国為替 30 58

未払外国為替 62 4

その他負債 29,757 35,337

未払法人税等 3,643 5,138

未払費用 4,024 5,480

前受収益 2,105 1,236

従業員預り金 1,807 1,875

給付補てん備金 1 0

金融派生商品 8,286 6,645

繰延ヘッジ利益 355 －

その他の負債 9,533 14,960

役員賞与引当金 － 35

退職給付引当金 8,021 6,784

役員退職慰労引当金 － 235

時効預金払戻引当金 － 418

繰延税金負債 14,983 14,739

再評価に係る繰延税金負債 ※11  13,619 ※11  12,292

支払承諾 ※15  53,745 ※15  36,625



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

負債の部合計 3,823,573 3,903,613

資本の部   

資本金 ※16  33,076  

資本剰余金 23,942  

資本準備金 23,942  

利益剰余金 125,440  

利益準備金 7,317  

任意積立金 106,634  

配当準備金 2  

退職給与積立金 720  

固定資産圧縮積立金 78  

別途積立金 105,832  

当期未処分利益 11,488  

土地再評価差額金 ※11  13,870  

その他有価証券評価差額金 50,741  

自己株式 ※18  △470  

資本の部合計 246,602  

負債及び資本の部合計（負債、少数株主持分及び
資本合計）

4,070,175  

純資産の部   

資本金  33,076

資本剰余金  23,946

資本準備金  23,942

その他資本剰余金  3

利益剰余金  134,344

利益準備金  7,641

その他利益剰余金  126,702

配当準備金  2

退職給与積立金  720

固定資産圧縮積立金  307

固定資産圧縮特別勘定積立金  55

別途積立金  114,532

繰越利益剰余金  11,083

自己株式  △604

株主資本合計  190,762

その他有価証券評価差額金  57,584

繰延ヘッジ損益  △7

土地再評価差額金  ※11  11,915

評価・換算差額等合計  69,491

純資産の部合計  260,254

負債及び純資産の部合計  4,163,868



②【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

経常収益 83,602 84,692

資金運用収益 66,450 66,167

貸出金利息 41,597 44,496

有価証券利息配当金 24,395 20,888

コールローン利息 295 452

預け金利息 44 18

その他の受入利息 117 311

役務取引等収益 11,462 12,481

受入為替手数料 4,001 3,984

その他の役務収益 7,461 8,497

その他業務収益 1,307 2,051

外国為替売買益 381 407

商品有価証券売買益 15 60

国債等債券売却益 905 1,580

その他の業務収益 3 2

その他経常収益 4,381 3,992

株式等売却益 2,085 2,677

金銭の信託運用益 532 97

その他の経常収益 1,764 1,217

経常費用 64,943 69,746

資金調達費用 6,182 9,296

預金利息 2,476 5,379

譲渡性預金利息 117 298

コールマネー利息 808 1,231

債券貸借取引支払利息 1,920 1,348

借用金利息 553 822

金利スワップ支払利息 94 27

その他の支払利息 211 188

役務取引等費用 3,571 3,744

支払為替手数料 686 680

その他の役務費用 2,885 3,063

その他業務費用 7,746 5,604

国債等債券売却損 2,975 1,630

国債等債券償還損 1,168 186

金融派生商品費用 3,602 3,784

その他の業務費用 － 3

営業経費 44,096 44,150

その他経常費用 3,346 6,950

貸倒引当金繰入額 － 1,777

貸出金償却 2,026 3,319



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

株式等売却損 339 338

株式等償却 29 97

金銭の信託運用損 285 50

その他の経常費用 666 1,367

経常利益 18,659 14,945

特別利益 6,641 2,719

動産不動産処分益 7 －

固定資産処分益 － 1,581

償却債権取立益 2,631 1,138

その他の特別利益 ※1  4,002 －

特別損失 3,915 3,380

動産不動産処分損 382 －

固定資産処分損 － 66

減損損失 ※2  3,533 ※2  3,313

税引前当期純利益 21,384 14,285

法人税、住民税及び事業税 4,117 7,028

法人税等調整額 7,266 △1,313

当期純利益 10,000 8,570

前期繰越利益 1,427 －

土地再評価差額金取崩額 854 －

中間配当額 661 －

利益準備金積立額 132 －

当期未処分利益 11,488 －



③【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

株主資本  

資本金  

資本金期首残高 33,076

資本金期末残高 33,076

資本剰余金  

資本準備金  

資本準備金期首残高 23,942

資本準備金期末残高 23,942

その他資本剰余金  

その他資本剰余金期首残高 －

事業年度中の変動額  

自己株式の処分 3

事業年度中の変動額合計 3

その他資本剰余金期末残高 3

資本剰余金合計  

資本剰余金合計期首残高 23,942

事業年度中の変動額  

自己株式の処分 3

事業年度中の変動額合計 3

資本剰余金合計期末残高 23,946

利益剰余金  

利益準備金  

利益準備金期首残高 7,317

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  158

剰余金の配当 158

役員賞与 (注)  7

事業年度中の変動額合計 324

利益準備金期末残高 7,641

その他利益剰余金  

配当準備金  

配当準備金期首残高 2

配当準備金期末残高 2

退職給与積立金  

退職給与積立金期首残高 720

退職給与積立金期末残高 720

固定資産圧縮積立金  

固定資産圧縮積立金期首残高 78

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立 228



（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

事業年度中の変動額合計 228

固定資産圧縮積立金期末残高 307

固定資産圧縮特別勘定積立金  

固定資産圧縮特別勘定積立金期首残
高

－

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮特別勘定積立金の積
立

55

事業年度中の変動額合計 55

固定資産圧縮特別勘定積立金期末残
高

55

別途積立金  

別途積立金期首残高 105,832

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立 (注)  8,700

事業年度中の変動額合計 8,700

別途積立金期末残高 114,532

繰越利益剰余金  

繰越利益剰余金期首残高 11,488

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △952

剰余金の配当 △952

固定資産圧縮積立金の積立 △228

固定資産圧縮特別勘定積立金の積
立

△55

別途積立金の積立 (注)  △8,700

役員賞与 (注)  △42

当期純利益 8,570

土地再評価差額金の取崩 1,954

事業年度中の変動額合計 △405

繰越利益剰余金期末残高 11,083

利益剰余金合計  

利益剰余金合計期首残高 125,440

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 －

別途積立金の積立 －

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,570

土地再評価差額金の取崩 1,954

事業年度中の変動額合計 8,903



（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

利益剰余金合計期末残高 134,344

自己株式  

自己株式期首残高 △470

事業年度中の変動額  

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 11

事業年度中の変動額合計 △134

自己株式期末残高 △604

株主資本合計  

株主資本合計期首残高 181,990

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 －

別途積立金の積立 －

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,570

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 15

土地再評価差額金の取崩 1,954

事業年度中の変動額合計 8,772

株主資本合計期末残高 190,762

評価･換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

その他有価証券評価差額金期首残高 50,741

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

6,842

事業年度中の変動額合計 6,842

その他有価証券評価差額金期末残高 57,584

繰延ヘッジ損益  

繰延ヘッジ損益期首残高 －

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

△7

事業年度中の変動額合計 △7

繰延ヘッジ損益期末残高 △7

土地再評価差額金  

土地再評価差額金期首残高 13,870

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

△1,954



（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

事業年度中の変動額合計 △1,954

土地再評価差額金期末残高 11,915

評価･換算差額等合計  

評価・換算差額等合計期首残高 64,612

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

4,879

事業年度中の変動額合計 4,879

評価・換算差額等合計期末残高 69,491

純資産合計  

純資産合計期首残高 246,602

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △793

剰余金の配当 △793

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 －

別途積立金の積立 －

役員賞与 (注)  △35

当期純利益 8,570

自己株式の取得 △145

自己株式の処分 15

土地再評価差額金の取崩 1,954

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額）

4,879

事業年度中の変動額合計 13,652

純資産合計期末残高 260,254
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