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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

 
平成20年度 

第１四半期連結
累計(会計)期間

平成19年度 

 

(自平成20年
４月１日

至平成20年
６月30日)

(自平成19年
４月１日

至平成20年
３月31日)

経常収益 百万円 28,620 116,672

 うち信託報酬 百万円 ― 0

経常利益 百万円 7,101 32,013

四半期純利益 百万円 4,172 ―

当期純利益 百万円 ― 17,131

純資産額 百万円 188,218 184,439

総資産額 百万円 3,084,086 3,108,262

１株当たり純資産額 円 709.64 695.41

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 15.84 ―

１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― 65.18

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 
金額 

円 15.82 ―

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― 65.08

自己資本比率 ％ 6.0 5.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △55,565 5,266

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 33,916 △27,770

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △1,483 △584

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 51,059 74,185

従業員数 人 1,971 2,009

信託財産額 百万円 5 5

(注) １ 当社および国内連結子会社の消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ １株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期連結財務諸表」の「１株当

たり情報」に記載しております。 

３ 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載して

おります。 
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２ 【事業の内容】 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内

容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

 

 

３ 【関係会社の状況】 

前連結会計年度末において連結子会社であったスルガビジネスサービス株式会社は、当第１四半期

連結会計期間においてＳＤＰセンター株式会社に商号変更しました。また、平成20年４月に行った第

三者割当増資により持分比率が低下した結果、持分法適用会社に変更となりました。 

 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における従業員数 

平成20年６月30日現在 

従業員数(人) 
1,971
[918]

(注) １．従業員数は、執行役員18人を含み、嘱託184人および臨時従業員920人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

 

 

(2) 当社の従業員数 

平成20年６月30日現在 

従業員数(人) 
1,374
[60]

(注) １．従業員数は、執行役員18人を含み、嘱託65人および臨時従業員62人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【生産、受注及び販売の状況】 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので

記載しておりません。 

 

２ 【経営上の重要な契約等】 

該当ありません。 

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 業績の状況 

連結ベースの主要勘定につきましては、貸出金の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会

計年度末比258億57百万円減少し、２兆2,977億４百万円となりました。有価証券の当第１四半期連

結会計期間末残高は、前連結会計年度末比323億81百万円減少し、4,325億92百万円となりました。

預金の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比259億12百万円減少し、２兆8,593

億97百万円となりました。 

連結ベースの損益の状況につきましては、経常収益は286億20百万円、経常費用は215億18百万円

となりました。この結果、経常利益は71億１百万円となりました。四半期純利益は、41億72百万円

となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

連結ベースのキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

コールローンの増加および預金の減少等による支出が、貸出金の減少等による収入を上回り555億65

百万円の支出超過となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券運用の減少等に

より339億16百万円の収入超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払

い等により14億83百万円の支出超過となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比231億

25百万円減少し、510億59百万円となりました。 
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国内・国際業務部門別収支 

当第１四半期連結会計期間の部門別収支は、資金運用収支が国内業務部門で193億16百万円、国

際業務部門で３億57百万円、全体で196億74百万円、役務取引等収支が国内業務部門で８億68百万

円、国際業務部門で52百万円、全体で９億21百万円、その他業務収支が国内業務部門で５億39百

万円、国際業務部門で36百万円、全体で５億75百万円となりました。 

 

国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計 
種類 期別 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
資金運用収支 

当第１四半期連結会計期間 19,316 357 ― 19,674

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
 うち資金運用収益 

当第１四半期連結会計期間 21,618 1,223 △72 22,769

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
 うち資金調達費用 

当第１四半期連結会計期間 2,302 865 △72 3,095

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
信託報酬 

当第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
役務取引等収支 

当第１四半期連結会計期間 868 52 ― 921

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―  うち役務取引等 
 収益 当第１四半期連結会計期間 3,179 185 ― 3,365

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―  うち役務取引等 
 費用 当第１四半期連結会計期間 2,311 133 ― 2,444

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ― 
その他業務収支 

当第１四半期連結会計期間 539 36 ― 575

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―  うちその他業務 
 収益 当第１四半期連結会計期間 1,805 36 ― 1,841

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―  うちその他業務 
 費用 当第１四半期連結会計期間 1,265 ― ― 1,265

(注) １ 当社および連結子会社は海外拠点を有していないため、国内、海外の区分に代えて国内業務部門、国際

業務部門の区分で記載しております。 

２ 国内業務部門は当社および連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社および連結子会社の外貨建取引、

円建対非居住者取引および特別国際取引勘定であります。 

３ 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用１百万円を控除して表示しております。 

４ 相殺消去額は国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。 
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国内・国際業務部門別役務取引の状況 

当第１四半期連結会計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で31億79百万円、国際業務部門

で１億85百万円、全体で33億65百万円となりました。一方役務取引等費用は、国内業務部門で23

億11百万円、国際業務部門で１億33百万円、全体で24億44百万円となりました。 

 

国内業務部門 国際業務部門 合計 
種類 期別 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
役務取引等収益 

当第１四半期連結会計期間 3,179 185 3,365

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち預金・貸出業務 

当第１四半期連結会計期間 1,698 ― 1,698

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち為替業務 

当第１四半期連結会計期間 718 183 902

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち信託報酬 

当第１四半期連結会計期間 ― ― ―

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち証券関連業務 

当第１四半期連結会計期間 154 ― 154

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち代理業務 

当第１四半期連結会計期間 436 ― 436

前第１四半期連結会計期間 ― ― ―  うち保護預り・ 
 貸金庫業務 当第１四半期連結会計期間 94 ― 94

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち保証業務 

当第１四半期連結会計期間 34 2 36

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うちその他業務 

当第１四半期連結会計期間 42 ― 42

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
役務取引等費用 

当第１四半期連結会計期間 2,311 133 2,444

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち為替業務 

当第１四半期連結会計期間 196 133 329

(注) 当社および連結子会社は海外拠点を有していないため、国内、海外の区分に代えて国内業務部門、国際業

務部門の区分で記載しております。 
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国内・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

 

国内業務部門 国際業務部門 合計 
種類 期別 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
預金合計 

当第１四半期連結会計期間 2,797,890 61,507 2,859,397

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち流動性預金 

当第１四半期連結会計期間 1,235,352 ― 1,235,352

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うち定期性預金 

当第１四半期連結会計期間 1,532,669 ― 1,532,669

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
 うちその他 

当第１四半期連結会計期間 29,869 61,507 91,376

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
譲渡性預金 

当第１四半期連結会計期間 ― ― ―

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― 
総合計 

当第１四半期連結会計期間 2,797,890 61,507 2,859,397

(注) １ 当社および連結子会社は海外拠点を有していないため、国内、海外の区分に代えて国内業務部門、国際

業務部門の区分で記載しております。 

２ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

３ 定期性預金＝定期預金＋定期積金 

 

貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況(残高・構成比) 

 

平成20年６月30日 
業種別 

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内 
(除く特別国際金融取引勘定分) 

2,297,704 100.00

 製造業 59,244 2.58

 農業 8,586 0.37

 林業 10 0.00

 漁業 805 0.03

 鉱業 ― ―

 建設業 41,532 1.81

 電気・ガス・熱供給・水道業 9,682 0.42

 情報通信業 2,204 0.10

 運輸業 18,509 0.81

 卸売・小売業 74,150 3.23

 金融・保険業 79,133 3.44

 不動産業 129,817 5.65

 各種サービス業 85,147 3.71

 地方公共団体 24,483 1.06

 その他 1,764,402 76.79

特別国際金融取引勘定分 ― ―

 政府等 ― ―

 金融機関 ― ―

 その他 ― ―

合計 2,297,704 ― 

（注）「その他」は主として個人ローンであります。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 【主要な設備の状況】 

当第１四半期連結会計期間中に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。 

銀行業 

 

 会社名 
店舗名 
その他 

所在地 設備の内容 
敷地面積
(㎡) 

建物延面積 
(㎡) 

完了年月 

当社 ― 札幌支店 
北海道札幌市
中央区 

店舗 ― （258.08） 平成20年５月

(注) 建物延面積欄のうち賃借分は（ ）で表示しております。 

 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

 

(2) 【設備の新設、除却等の計画】 

当第１四半期連結会計期間中に新たに確定した重要な設備の新築、増改築等の計画は次のとおりで

あります。 

銀行業 

 

投資予定金額 

(百万円) 
 会社名 

店舗名 

その他 
所在地 区分 設備の内容

総額 既支払額

資金調 

達方法 

着手 

年月 

完了予 

定年月 

当社 ― 福岡支店 

福岡県 

福岡市 

中央区 

新設 店舗 60 ― 自己資金 
平成20年

７月 

平成20年

８月 

当社 ― 仙台支店 

宮城県 

仙台市 

青葉区 

新設 店舗 60 ― 自己資金 
平成20年

８月 

平成20年

９月 

 

当第１四半期連結会計期間中において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新築、除却等に

ついて、重要な変更はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容 

普通株式 264,939,248 同左 
東京証券取引所 
（市場第一部） 

― 

計 264,939,248 同左 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

①平成14年６月25日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 118 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 118,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   592 （注）２

新株予約権の行使期間 平成16年７月１日～平成21年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格     592 

資本組入額    296 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役または従業員の地位を失ったとき

は、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
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②平成15年６月24日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 133 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 133,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   665 （注）２

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日～平成22年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格     665 

資本組入額    333 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役または従業員の地位を失ったとき

は、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

 

③平成16年６月25日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 217 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 217,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   835 （注）２

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成23年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格     835 

資本組入額    418 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役または従業員の地位を失ったとき

は、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
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④平成17年６月24日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 263 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 263,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   954 （注）２

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成24年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格     954 

資本組入額    477 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役、監査役または従業員の地位を失

ったときは、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

 

⑤平成18年６月27日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 364 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 364,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  1,573 （注）２

新株予約権の行使期間 平成20年８月１日～平成25年７月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格    1,573 

資本組入額    787 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役または従業員の地位を失ったとき

は、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
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⑥平成19年６月27日定時株主総会決議 

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数（個） 409 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 409,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   1,599 （注）２

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日～平成26年７月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格および資本組入額（円） 

発行価格    1,599 

資本組入額    800 

新株予約権の行使の条件 
被付与者が取締役または従業員の地位を失ったとき

は、一定の場合を除き行使不可。 
被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するも

のとします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものとします。 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率 
  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額 

分割・新規発行前の株価 

 既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

 

(3) 【ライツプランの内容】 

該当ありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成20年４月１日～ 
平成20年６月30日 

― 264,939 ― 30,043,263 ― 18,585,841
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(5) 【大株主の状況】 

平成20年７月18日付で提出された大量保有報告書により、バークレイズ・グローバル・インベス

ターズ株式会社、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ（Barclays Global 

Investors,N.A.）、バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ（Barclays Global 

Fund Advisors）、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド（Barclays Global 

Investors Ltd）の４社が、平成20年７月14日現在で13,865千株（持株比率5.23％）を共同保有して

いる旨の報告を受けております。 

平成20年７月23日付で提出された変更報告書により、日本生命保険相互会社、ニッセイアセット

マネジメント株式会社の２社が、平成20年７月15日現在で9,833千株（持株比率3.71％）を共同保有

している旨の報告を受けております。 

 

(6) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができないため、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

（自己保有株式）
普通株式 

1,736,000
― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（相互保有株式）

普通株式 
45,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
260,723,000

260,723 ― 

単元未満株式 
普通株式 

2,435,248
― ― 

発行済株式総数 
普通株式 
264,939,248

― ― 

総株主の議決権 ― 260,723 ― 

(注)  平成20年３月31日現在の「単元未満株式」には、当社所有の自己株式350株が含まれております。 

  また、上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、５千株

(議決権５個)含まれております。 
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② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

所有者の氏名 
または名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 
 スルガ銀行株式会社 

静岡県沼津市通横町23番地 1,736,000 ― 1,736,000 0.65

（相互保有株式） 
 スルガコンピューター 
 サービス株式会社 

静岡県駿東郡長泉町 
東野字八分平500番地の12

45,000 ― 45,000 0.01

計 ― 1,781,000 ― 1,781,000 0.67

 

２ 【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 

月別 
平成20年 
４月 

 
５月 

 
６月 

高(円) 1,498 1,545 1,570

低(円) 1,254 1,384 1,355

(注) 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

(1) 新任役員 

該当ありません。 

 

(2) 退任役員 

該当ありません。 

 

(3) 役職の異動 

該当ありません。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、

資産および負債の分類ならびに収益および費用の分類は、「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。 

 

２ 当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)は、四半期連結財務諸

表の作成初年度であるため、前第１四半期連結累計期間との対比は行っておりません。 

 

３ 当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)の四半期連結財務諸表

は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受

けております。なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日

をもって新日本監査法人から名称変更しております。 

 



１ 【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１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成２０年３月３１日） 

資産の部   

現金預け金 59,382 84,213

コールローン及び買入手形 206,219 147,600

商品有価証券 － 3

金銭の信託 2,430 2,469

有価証券 432,592 464,973

貸出金 ※1  2,297,704 ※1  2,323,561

外国為替 3,776 3,165

その他資産 44,439 40,927

有形固定資産 ※2  41,854 ※2  41,693

無形固定資産 6,072 6,971

繰延税金資産 21,955 22,733

支払承諾見返 6,313 6,536

貸倒引当金 △38,654 △36,587

資産の部合計 3,084,086 3,108,262

負債の部   

預金 2,859,397 2,885,309

借用金 5,701 5,313

外国為替 10 10

その他負債 21,752 23,009

賞与引当金 － 590

役員賞与引当金 － 51

退職給付引当金 148 143

役員退職慰労引当金 2,174 2,560

睡眠預金払戻損失引当金 297 297

偶発損失引当金 72 －

特別法上の引当金 － 0

支払承諾 6,313 6,536

負債の部合計 2,895,867 2,923,822

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 19,508 19,489

利益剰余金 139,893 137,563

自己株式 △1,661 △1,992

株主資本合計 187,783 185,102

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △827 △2,116

繰延ヘッジ損益 49 27

評価・換算差額等合計 △777 △2,089

─ 16 ─



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成２０年３月３１日） 

新株予約権 296 243

少数株主持分 915 1,181

純資産の部合計 188,218 184,439

負債及び純資産の部合計 3,084,086 3,108,262

─ 17 ─



(2) 【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

経常収益 28,620

資金運用収益 22,769

（うち貸出金利息） 20,900

（うち有価証券利息配当金） 1,313

役務取引等収益 3,365

その他業務収益 1,841

その他経常収益 643

経常費用 21,518

資金調達費用 3,097

（うち預金利息） 2,635

役務取引等費用 2,444

その他業務費用 1,265

営業経費 11,158

その他経常費用 ※1  3,552

経常利益 7,101

特別利益 265

償却債権取立益 265

その他の特別利益 0

特別損失 90

固定資産処分損 90

税金等調整前四半期純利益 7,277

法人税、住民税及び事業税 3,197

少数株主損失（△） △91

四半期純利益 4,172

─ 18 ─



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 7,277

減価償却費 1,768

貸倒引当金の増減（△） 2,067

賞与引当金の増減額（△は減少） △590

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △385

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 72

資金運用収益 △22,769

資金調達費用 3,097

有価証券関係損益（△） △375

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △3

固定資産処分損益（△は益） 90

商品有価証券の純増（△）減 3

貸出金の純増（△）減 25,857

預金の純増減（△） △25,911

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

388

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 1,705

コールローン等の純増（△）減 △58,618

外国為替（資産）の純増（△）減 △610

外国為替（負債）の純増減（△） 0

資金運用による収入 21,698

資金調達による支出 △2,322

その他 △2,275

小計 △49,867

法人税等の支払額 △5,698

営業活動によるキャッシュ・フロー △55,565

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 △163,495

有価証券の売却による収入 3,351

有価証券の償還による収入 196,160

金銭の信託の減少による収入 42

有形固定資産の取得による支出 △1,712

有形固定資産の売却による収入 20

無形固定資産の取得による支出 △449

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,916

─ 19 ─



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,842

自己株式の取得による支出 △40

自己株式の売却による収入 399

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,483

現金及び現金同等物に係る換算差額 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,125

現金及び現金同等物の期首残高 74,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,059

─ 20 ─
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【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】 
 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更 

スルガビジネスサービス株式会社（平成20年

４月１日ＳＤＰセンター株式会社に商号変更）

は第三者割当増資に伴う持分比率の低下により

子会社に該当しないことになったことから、当

第１四半期連結会計期間より連結子会社から除

外しております。 

 (2) 変更後の連結子会社の数 

６社 

２ 持分法の適用に関する事項の変更 (1) 持分法適用関連会社 

① 持分法適用関連会社の変更 

ＳＤＰセンター株式会社は持分比率の変動

により、当第１四半期連結会計期間から持分

法適用の関連会社としております。 

 ② 変更後の持分法適用関連会社の数 

１社 

 

【簡便な会計処理】 
 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 

２ 貸倒引当金の計上方法 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が

前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、当第１四半期連結会計期

間末の債務者区分に基づく対象残高に、前連結会

計年度末の貸倒実績率を使用し算定しておりま

す。 

３ 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いては、

前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化

が生じておらず、また、一時差異等の発生状況に

ついて大幅な変動がないと認められるため、前連

結会計年度末の検討において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法に

よっております。 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 
 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

１ 税金費用の処理 税金費用については、当第１四半期連結会計期

間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じることにより算定しております。な

お、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

破綻先債権額 3,010百万円

延滞債権額 48,531百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,707百万円

貸出条件緩和債権額 30,359百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

破綻先債権額 1,566百万円

延滞債権額 46,536百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,209百万円

貸出条件緩和債権額 31,167百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  50,499百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額  50,120百万円

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額2,686百

万円、株式等償却505百万円を含んでおります。 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)

平成20年６月30日現在 

現金預け金勘定 59,382

定期預け金 △125

普通預け金 △2,723

その他預け金 △5,474

現金及び現金同等物 51,059
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(株主資本等関係) 

１ 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 
(単位：千株) 

 当第１四半期連結会計期間末株式数 

発行済株式 

 普通株式 264,939

合計 264,939

自己株式 

 普通株式 1,419

合計 1,419

 

２ 新株予約権に関する事項 
 

区分 
新株予約権の目的 
となる株式の種類 

新株予約権の目的 
となる株式の数 

(株) 

当第１四半期 
連結会計期間末残高 

(百万円) 

当社 ――――― 296

連結子会社 ――――― ―

合計 ――――― 296

 

３ 配当に関する事項 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの
金額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月14日 
取締役会 

普通株式 1,842 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月２日 利益剰余金

 

基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

 

  該当ありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 

 
銀行業 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

経常収益  

 (1) 外部顧客に対する 
   経常収益 

26,031 2,589 28,620 ― 28,620

 (2) セグメント間の内部
   経常収益 

47 752 799 （799） ―

計 26,078 3,341 29,420 （799） 28,620

  経常利益 
  (△は経常損失) 

7,577 △475 7,102 （0） 7,101

(注) １ 事業区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、その他は、リース業務、クレジッ

トカード業務等であります。 

２ 一般企業の売上高および営業利益に代えて、それぞれ経常収益および経常利益を記載しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 連結会社は海外に営業拠点を有していないため、所在地別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

 

【国際業務経常収益】 

 国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しており

ます。 

 

(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末 

 

その他有価証券で時価のあるもの(平成20年６月30日現在) 

 

 取得原価(百万円) 
四半期連結貸借対照表 

計上額(百万円) 
評価差額(百万円) 

株式 34,653 44,574 9,921

債券 348,810 340,066 △8,743

 国債 287,299 278,447 △8,851

 地方債 44,655 44,816 160

 社債 16,855 16,803 △52

その他 44,720 42,213 △2,507

合計 428,183 426,855 △1,328

(注) 四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 
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(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間末 

 

(1) 金利関連取引(平成20年６月30日現在) 

ヘッジ会計が適用されているため、該当はありません。 

 

(2) 通貨関連取引(平成20年６月30日現在) 

 

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円) 

通貨先物 ― ― ―
取引所 

通貨オプション ― ― ―

通貨スワップ ― ― ―

為替予約 5,465 3 3

通貨オプション ― ― ―
店頭 

その他 ― ― ―

 合計 ― 3 3

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

なお、「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)等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等および外貨建金

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連結貸借対照表表示に反映されているも

の、または当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いておりま

す。 

 

(3) 株式関連取引(平成20年６月30日現在) 

該当ありません。 

 

(4) 債券関連取引(平成20年６月30日現在) 

該当ありません。 

 

(5) 商品関連取引(平成20年６月30日現在) 

該当ありません。 

 

(6) クレジットデリバティブ取引(平成20年６月30日現在) 

該当ありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

１ ストック・オプションにかかる当第１四半期連結会計期間における費用計上額および科目名 

営業経費 52百万円
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 709.64 695.41

 

２ １株当たり四半期純利益金額等 

 

  
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

１株当たり四半期純利益 円 15.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 

円 15.82

(注) １ １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおり

であります。 

  
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

１株当たり四半期純利益 

 四半期純利益 百万円 4,172

 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 4,172

 普通株式の四半 
 期中平均株式数 

千株 263,304

 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

 四半期純利益調整額 百万円 ―

 普通株式増加数 千株 376

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算
定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末
から重要な変動があった
ものの概要 

 

――――― 

 

(重要な後発事象) 

該当ありません。 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成20年８月13日 

スルガ銀行株式会社 

取締役会 御中 

 

新日本有限責任監査法人 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  鈴  木  啓  之  ㊞ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  湯  浅     敦  ㊞ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  南  波  秀  哉  ㊞ 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

スルガ銀行株式会社の平成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第１四半期連結累

計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュ

ーを行った。この四半期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

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スルガ銀行株式会社及び連結子会

社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。 

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 

 
 

※１．上記は、四半期レビュー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、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管している。 

 ２．四半期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。 
 


