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当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基

づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10

号）に準拠しております。 

 

１【四半期財務諸表】 

 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

資産の部    

現金預け金  9,195,940  15,054,957

コールローン  1,837,733  1,717,442

債券貸借取引支払保証金  8,141,533  7,951,531

買入金銭債権  58,835  53,542

商品有価証券  247  193

金銭の信託  3,038,863  2,987,612

有価証券  171,596,578  170,539,282

貸出金 ※1 3,967,999 ※1 3,226,559

外国為替  3,051  25,033

その他資産  1,636,605  1,668,293

有形固定資産  154,882  146,685

無形固定資産  64,592  60,114

支払承諾見返  145,000  130,000

貸倒引当金  △ 1,182  △ 1,096

資産の部合計  199,840,681  203,560,153

負債の部   

貯金 ※3 176,096,136 ※3 177,629,810

債券貸借取引受入担保金  9,443,239  10,508,731

外国為替  272  275

その他負債  2,145,910  2,886,953

賞与引当金  5,609  1,427

退職給付引当金  136,247  139,620

役員退職慰労引当金  198  －

繰延税金負債  870,509  962,392

支払承諾  145,000  130,000

負債の部合計  188,843,123  192,259,211

純資産の部   

資本金  3,500,000  3,500,000

資本剰余金  4,296,285  4,296,285

利益剰余金  1,440,830  1,612,017

株主資本合計  9,237,115  9,408,303

その他有価証券評価差額金  2,137,265  2,543,744

繰延ヘッジ損益  △ 376,823  △ 651,106

評価・換算差額等合計  1,760,442  1,892,637

純資産の部合計  10,997,558  11,300,941

負債及び純資産の部合計  199,840,681  203,560,153
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(2)【四半期損益計算書】 

  【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円） 

 
前第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

経常収益 1,624,183 1,575,706

資金運用収益 1,419,310 1,381,515

（うち貸出金利息） 33,213 28,964

（うち有価証券利息配当金） 1,374,879 1,337,879

役務取引等収益 87,273 92,841

その他業務収益 47,514 11,879

その他経常収益 ※1 70,084 ※1 89,469

経常費用 1,182,138 1,158,731

資金調達費用 259,655 274,643

（うち貯金利息） ※2 205,065 ※2 193,228

役務取引等費用 20,299 21,566

その他業務費用 43,558 14,731

営業経費 844,624 838,638

その他経常費用 13,999 9,150

経常利益 442,044 416,975

特別損失 1,086 472

 固定資産処分損 484 407

 減損損失 100 65

 グループ再編関連費用 501 －

税引前四半期純利益 440,958 416,503

法人税、住民税及び事業税 168,668 136,227

法人税等調整額 △ 8,547 15,601

法人税等合計 160,121 151,828

四半期純利益 280,837 264,675
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権（破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権

額）は、前事業年度末及び当第３四半期会計期間末において、ありません。 

 

２．システムに係る役務提供契約（ハード・ソフト・通信サービス・保守等を一体として利用する複合契約）で契

約により今後の支払いが見込まれる金額は次のとおりであります。 

 

 

前事業年度 

（平成25年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（平成25年12月31日） 

１年内 

１年超 

5,625 百万円 

6,822 百万円 

4,465 百万円 

7,669 百万円 

 
※３．貯金は銀行法施行規則の負債科目｢預金｣に相当するものであります。 
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（四半期損益計算書関係） 

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。 

 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

   至 平成25年12月31日） 

金銭の信託運用益 67,581 百万円 86,624 百万円 

  

※２．貯金利息は銀行法施行規則の費用科目「預金利息」に相当するものであります。 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。 

 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年12月31日） 

減価償却費 17,666 百万円 24,661 百万円 
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（株主資本等関係） 
前第３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年５月８日 

取締役会 
普通株式 83,713 558.09

平成24年 

３月31日 

平成24年 

５月９日 
利益剰余金 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年５月９日 

取締役会 
普通株式 93,487 623.25

平成25年 

３月31日 

平成25年 

５月10日 
利益剰余金 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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（金融商品関係） 

四半期貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、重要性

が乏しい科目については、記載を省略しております。 

 

前事業年度（平成25年３月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 現金預け金       9,195,940 9,195,940 －

(2) コールローン 1,837,733 1,837,733 －

(3) 債券貸借取引支払保証金 8,141,533 8,141,533 －

(4) 買入金銭債権 58,835 58,835 －

(5) 商品有価証券 

   売買目的有価証券 247 247 －

(6) 金銭の信託 3,038,863 3,038,863 －

(7) 有価証券 

   満期保有目的の債券 98,714,603 101,981,887   3,267,283

   その他有価証券 72,881,039 72,881,039               － 

(8) 貸出金 3,967,999

     貸倒引当金（＊１） △ 187

 3,967,811 4,095,662 127,850

資産計 197,836,609 201,231,743 3,395,133

(1) 貯金 176,096,136 176,855,753 759,617

(2) 債券貸借取引受入担保金 9,443,239 9,443,239               － 

負債計 185,539,375 186,298,992         759,617

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの          (11) (11) －

ヘッジ会計が適用されているもの  (675,625)  (675,625)  －

デリバティブ取引計 (675,637)  (675,637)  －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で表示しております。 

なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されている

ため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。  
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当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

 
四半期貸借対照表 

計上額（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 現金預け金 15,054,957 15,054,957 －

(2) コールローン 1,717,442 1,717,442 －

(3) 債券貸借取引支払保証金 7,951,531 7,951,531 －

(4) 買入金銭債権 53,542 53,542 －

(5) 商品有価証券 

   売買目的有価証券 193 193 －

(6) 金銭の信託 2,987,612 2,987,612 －

(7) 有価証券 

   満期保有目的の債券 95,010,664 97,425,374 2,414,709

   その他有価証券 75,527,682 75,527,682 －

(8) 貸出金 3,226,559

     貸倒引当金（＊１） △ 124

 3,226,435 3,322,098 95,662

資産計 201,530,062 204,040,434 2,510,372

(1) 貯金 177,629,810 178,315,897 686,087

(2) 債券貸借取引受入担保金 10,508,731 10,508,731 －

負債計 188,138,542 188,824,629 686,087

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 175 175 －

ヘッジ会計が適用されているもの  (1,145,639) (1,145,639) －

デリバティブ取引計 (1,145,464) (1,145,464) －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で表示しております。 

なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されている

ため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産  

(1) 現金預け金         

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満

期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。   

(2) コールローン、(3) 債券貸借取引支払保証金     

これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。     

(4) 買入金銭債権        

ブローカー等から提示された価格を時価としております。 

(5) 商品有価証券        

日本銀行の買取価格を時価としております。   

(6) 金銭の信託        

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うち、株式については取引所の価格を時価としてお

ります。また、債券については日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値を時価としております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。 

(7) 有価証券        

債券については、取引所の価格、日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値、比準価格方式により算定された

価額又はブローカー等から提示された価格を時価としております。また、投資信託の受益証券については、基準価額

を時価としております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。  

(8) 貸出金        

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異な

っていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるも

のは、貸出金ごとに、元利金の合計額を当該貸出金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算

定しております。 

また、貸出金のうち貯金担保貸出等、当該貸出を担保資産の一定割合の範囲内に限っているものについては、返済

期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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負 債        

(1) 貯金        

振替貯金、通常貯金等の要求払預金については、四半期決算日（決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）

を時価とみなしております。 

定期貯金、定額貯金等の定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー発生見込額

を割り引いて現在価値を算定しております。なお、定額貯金につきましては過去の実績から算定された期限前解約率

を将来のキャッシュ・フロー発生見込額に反映しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に適用する利率

を用いております。      

(2) 債券貸借取引受入担保金        

約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（為替予約、通貨スワップ）であり、割引現在価

値等により時価を算定しております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は次の

とおりであり、金融商品の時価情報の「資産(7) 有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 
前事業年度 

（平成25年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（平成25年12月31日） 

関連会社株式(非上場)                    935 935 
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（有価証券関係） 

有価証券の時価等に関する事項は次のとおりであります。 

四半期貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」の一部が含ま

れております。 

 

１．満期保有目的の債券 

前事業年度（平成25年３月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価(百万円) 差額(百万円) 

国債 90,815,660 93,812,512 2,996,852

地方債 2,078,294 2,131,151 52,856

社債 5,566,559 5,775,142 208,583

その他 254,090 300,789 46,699

合計 98,714,603 102,019,596 3,304,992

 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

 
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
時価(百万円) 差額(百万円) 

国債 87,755,387 89,969,223 2,213,836

地方債 1,494,461 1,527,066 32,604

社債 5,561,421 5,721,814 160,392

その他 199,393 277,618 78,225

合計 95,010,664 97,495,722 2,485,058
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２．その他有価証券 

前事業年度（平成25年３月31日） 

 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

債券 55,818,055 57,397,303 1,579,247

国債 46,102,278 47,383,071 1,280,793

地方債 3,582,567 3,727,804 145,237

短期社債 548,975 548,975 －

社債 5,584,234 5,737,451 153,217

その他 14,792,820 16,177,572 1,384,751

合計 70,610,875 73,574,875 2,963,999

 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

 取得原価（百万円） 
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

債券 53,065,654 54,305,371 1,239,716

国債 42,837,580 43,854,146 1,016,566

地方債 4,101,571 4,209,601 108,030

短期社債 474,966 474,966 －

社債 5,651,536 5,766,656 115,120

その他 19,523,527 21,910,854 2,387,326

合計 72,589,182 76,216,225 3,627,042

（注）１．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原

価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表計上

額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第３四半期累計期間（事業年度）の損失として処

理（以下「減損処理」という）しております。 

前事業年度における減損処理額は、該当ありません。 

当第３四半期累計期間における減損処理額は、該当ありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次の

とおりであります。 

ア 有価証券（債券を除く） 

・時価が取得原価の50％以下の銘柄 

・時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 

イ 有価証券（債券に限る） 

・時価が取得原価の70％以下の銘柄 

２．差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は前事業年度133,725百万円（収益）、当第

３四半期累計期間402,323百万円（収益）であります。 
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（金銭の信託関係） 

金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。 

１．満期保有目的の金銭の信託 

 前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 

 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 

   前事業年度（平成25年３月31日） 

 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

その他の金銭の信託 2,541,188 3,038,863 497,674

 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

 取得原価（百万円） 
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

その他の金銭の信託 2,249,740 2,987,612 737,871

（注）１．四半期貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は、株式については、四半期決算日（決算日）前１カ

月の市場価格の平均等、それ以外については、四半期決算日（決算日）の市場価格等に基づく時価によ

り、それぞれ計上したものであります。 

２．その他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うち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの

については、当該時価をもって四半期貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）とするとともに、評価差

額を当第３四半期累計期間（事業年度）の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 

         前事業年度における減損処理額は、10,601 百万円であります。 

当第３四半期累計期間における減損処理額は、572百万円であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次の

とおりであります。 

ア 有価証券（債券を除く） 

・時価が取得原価の50％以下の銘柄 

・時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 

イ 有価証券（債券に限る） 

・時価が取得原価の 70％以下の銘柄 
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（デリバティブ取引関係） 

（1）金利関連取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

なお、「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）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。 

 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 

なお、「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）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。 

 

（2）通貨関連取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

店頭 為替予約 1,535 △ 11 △ 11

合計 － △ 11 △ 11

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨

建金銭債権債務等の貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。  

 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

店頭 為替予約 28,246 175 175

合計 － 175 175

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨

建金銭債権債務等の四半期貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。  

 

（3）株式関連取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 
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（4）債券関連取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 

 

（5）商品関連取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 

 

（6）クレジット・デリバティブ取引 

前事業年度（平成25年３月31日） 

該当ありません。 

当第３四半期会計期間（平成25年12月31日） 

該当ありません。 
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（持分法損益等） 
 

 前事業年度 

（平成25年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（平成25年12月31日） 

関連会社に対する投資の金額       

持分法を適用した場合の投資の金額       

935 百万円 

923 百万円 

935 百万円 

903 百万円 

 

 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年12月31日） 

持分法を適用した場合の投資利益の金額  23 百万円      △ 20 百万円 

 

 

（１株当たり情報） 

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 1,872.24 1,764.50 

（算定上の基礎）    

四半期純利益 百万円 280,837 264,675 

 普通株主に帰属しない金額 百万円 － － 

普通株式に係る四半期純利益 百万円 280,837 264,675 

普通株式の期中平均株式数 千株 150,000 150,000 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないので記載しておりません。 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 
   
２【その他】 

該当事項はありません。 
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