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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21年度 

第３四半期連結
累計期間 

平成22年度 
第３四半期連結

累計期間 

平成21年度 
第３四半期連結

会計期間 

平成22年度 
第３四半期連結 

会計期間 
平成21年度 

 

(自 平成21年
４月１日

至 平成21年
12月31日)

(自 平成22年
４月１日

至 平成22年
12月31日)

(自 平成21年
10月１日

至 平成21年
12月31日)

(自 平成22年 
10月１日 

至 平成22年 
12月31日) 

(自 平成21年
４月１日

至 平成22年
３月31日)

経常収益 百万円 78,552 77,038 25,635 25,577 105,853

 うち信託報酬 百万円 ― ― ― ― 0

経常利益 百万円 15,682 15,768 4,833 6,142 22,031

四半期純利益 百万円 10,148 10,381 3,291 4,051 ―

当期純利益 百万円 ― ― ― ― 14,244

純資産額 百万円 ― ― 193,508 195,307 193,090

総資産額 百万円 ― ― 3,188,185 3,329,086 3,282,710

１株当たり純資産額 円 ― ― 760.53 798.86 776.58

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 39.68 42.44 12.94 16.71 ―

１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― ― ― 55.99

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 
金額 

円 39.68 42.44 12.94 ― ―

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― ― ― 55.98

自己資本比率 ％ ― ― 6.0 5.8 5.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 41,422 32,667 ― ― 15,592

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △40,772 △33,620 ― ― △58

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △8,725 △6,508 ― ― △13,349

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 ― ― 40,890 43,680 51,151

従業員数 人 ― ― 2,084 2,134 2,070

信託財産額 百万円 ― ― 5 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 第３四半期連結累計期間に係る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 当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社）に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５ 経理の状況」の

「２ その他」中、「(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報および１株当たり

四半期純損益金額等」の「① 損益計算書」にもとづいて掲出しております。 

  なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③ １株当たり四半期純

損益金額等」に記載しております。 

４ 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。なお、該当する信託業務を営む会社は提出会社１社であります。 

５ 平成22年度第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式が希薄化効果を有していないため記載しておりません。 

 



 
２ 【事業の内容】 

当第３四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】 

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における従業員数 

平成22年12月31日現在 

従業員数(人) 
2,134
 [980]

(注) １．従業員数は、執行役員16人を含み、嘱託197人および臨時従業員984人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当第３四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22年12月31日現在 

従業員数(人) 
1,583
[80]

(注) １．従業員数は、執行役員16人を含み、嘱託94人および臨時従業員81人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

 



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 【事業等のリスク】 

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の内容について、重要な変更はありま

せん。 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

該当ありません。 

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

連結ベースの主要勘定につきまして、貸出金の当第３四半期連結会計期間末残高は、個人ローン

の増加等により前連結会計年度末比298億84百万円増加し、２兆4,721億１百万円となりました。有

価証券の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比267億69百万円増加し、4,343億

97百万円となりました。預金の当第３四半期連結会計期間末残高は、個人預金の増加等により前連

結会計年度末比450億95百万円増加し、３兆1,018億68百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間における連結ベースの損益の状況につきまして、経常収益は、役務取

引等収益等が増加したものの、有価証券利息配当金等の資金運用収益の減少等により、前年同四半

期比58百万円減少し255億77百万円となりました。経常費用は、預金利息等の資金調達費用や営業経

費が減少したこと等により、前年同四半期比13億67百万円減少し、194億35百万円となりました。こ

の結果、経常利益は、13億９百万円増加し、61億42百万円となりました。四半期純利益は、前年同

四半期比７億60百万円増加の40億51百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における連結ベースのキャッシュ・フローの状況につきまして、営業

活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の減少等による収入が、貸出金の増加等による

支出を上回り、361億41百万円の収入超過となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有

価証券の取得等による支出が、有価証券の償還等による収入を上回り、328億14百万円の支出超過と

なりました。財務活動によるキャッシュ･フローは、自己株式の取得や配当金の支払い等により、22

億38百万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３四半期連結会計期間末残高は、第２四半期連結会計期間

末比10億85百万円増加し、436億80百万円となりました。 

 



国内・国際業務部門別収支 

当第３四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200億８百万円、国

際業務部門で３億44百万円、全体で203億53百万円となり、役務取引等収支が国内業務部門で２億

34百万円、国際業務部門で５百万円、全体で２億40百万円となりました。その他業務収支は、国

内業務部門で１億53百万円、国際業務部門で26百万円、全体で１億79百万円となりました。 
 

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３四半期連結会計期間 19,571 344 ― 19,916
資金運用収支 

当第３四半期連結会計期間 20,008 344 ― 20,353

前第３四半期連結会計期間 21,170 427 △46 21,550
 うち資金運用収益 

当第３四半期連結会計期間 20,933 395 △11 21,317

前第３四半期連結会計期間 1,598 82 △46 1,634
 うち資金調達費用 

当第３四半期連結会計期間 925 50 △11 964

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―
信託報酬 

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

前第３四半期連結会計期間 △52 5 ― △46
役務取引等収支 

当第３四半期連結会計期間 234 5 ― 240

前第３四半期連結会計期間 2,886 11 ― 2,898 うち役務取引等 
 収益 当第３四半期連結会計期間 3,091 11 ― 3,102

前第３四半期連結会計期間 2,939 5 ― 2,945 うち役務取引等 
 費用 当第３四半期連結会計期間 2,856 5 ― 2,862

前第３四半期連結会計期間 146 36 ― 182
その他業務収支 

当第３四半期連結会計期間 153 26 ― 179

前第３四半期連結会計期間 1,109 35 ― 1,144 うちその他業務 
 収益 当第３四半期連結会計期間 1,048 26 ― 1,074

前第３四半期連結会計期間 963 △0 ― 962 うちその他業務 
 費用 当第３四半期連結会計期間 895 ― ― 895

(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（前第３四半期連結会計期間０百万円、当第３四半期連結会計

期間０百万円）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。 

 



国内・国際業務部門別役務取引の状況 

当第３四半期連結会計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で30億91百万円、国際業務部門

で11百万円、全体で31億２百万円となりました。一方役務取引等費用は国内業務部門で28億56百

万円、国際業務部門で５百万円、全体で28億62百万円となりました。 
 

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３四半期連結会計期間 2,886 11 2,898
役務取引等収益 

当第３四半期連結会計期間 3,091 11 3,102

前第３四半期連結会計期間 1,480 ― 1,480
 うち預金・貸出業務 

当第３四半期連結会計期間 1,728 ― 1,728

前第３四半期連結会計期間 743 10 754
 うち為替業務 

当第３四半期連結会計期間 736 10 746

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―
 うち信託報酬 

当第３四半期連結会計期間 ― ― ―

前第３四半期連結会計期間 86 ― 86
 うち証券関連業務 

当第３四半期連結会計期間 50 ― 50

前第３四半期連結会計期間 367 ― 367
 うち代理業務 

当第３四半期連結会計期間 380 ― 380

前第３四半期連結会計期間 64 ― 64 うち保護預り・ 
 貸金庫業務 当第３四半期連結会計期間 60 ― 60

前第３四半期連結会計期間 30 1 31
 うち保証業務 

当第３四半期連結会計期間 26 1 27

前第３四半期連結会計期間 112 ― 112
 うちその他業務 

当第３四半期連結会計期間 108 ― 108

前第３四半期連結会計期間 2,939 5 2,945
役務取引等費用 

当第３四半期連結会計期間 2,856 5 2,862

前第３四半期連結会計期間 197 5 203
 うち為替業務 

当第３四半期連結会計期間 213 5 219

(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。 

 



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３四半期連結会計期間 2,899,120 61,425 2,960,545
預金合計 

当第３四半期連結会計期間 3,010,373 91,494 3,101,868

前第３四半期連結会計期間 1,122,130 ― 1,122,130
 うち流動性預金 

当第３四半期連結会計期間 1,232,986 ― 1,232,986

前第３四半期連結会計期間 1,758,086 ― 1,758,086
 うち定期性預金 

当第３四半期連結会計期間 1,756,349 ― 1,756,349

前第３四半期連結会計期間 18,903 61,425 80,329
 うちその他 

当第３四半期連結会計期間 21,036 91,494 112,531

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―
譲渡性預金 

当第３四半期連結会計期間 ― ― ―

前第３四半期連結会計期間 2,899,120 61,425 2,960,545
総合計 

当第３四半期連結会計期間 3,010,373 91,494 3,101,868

(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21年12月31日 平成22年12月31日 
業種別 

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 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) 

2,396,392 100.00 2,472,101 100.00

 製造業 60,669 2.53 58,285 2.36

 農業、林業 7,844 0.33 7,442 0.30

 漁業 702 0.03 769 0.03

 鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ―

 建設業 36,550 1.53 35,115 1.42

 電気・ガス・熱供給・水道業 8,793 0.37 8,921 0.36

 情報通信業 2,468 0.10 2,266 0.09

 運輸業、郵便業 17,517 0.73 15,457 0.62

 卸売業、小売業 64,921 2.71 60,002 2.43

 金融業、保険業 64,247 2.68 75,491 3.05

 不動産業、物品賃貸業 108,049 4.51 107,773 4.36

 各種サービス業 71,004 2.96 64,730 2.62

 地方公共団体 20,871 0.87 25,595 1.04

 その他 1,932,757 80.65 2,010,255 81.32

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

 政府等 ― ― ― ―

 金融機関 ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ―

合計 2,396,392 ― 2,472,101 ― 

 



 
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況 

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は提出会社１社です。 

○ 信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表） 

資産 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

科目 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

現金預け金 5 100.00 5 100.00

合計 5 100.00 5 100.00

 

負債 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

科目 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

金銭信託 5 100.00 5 100.00

合計 5 100.00 5 100.00

(注) １ 共同信託他社管理財産 当第３四半期連結会計期間末47百万円 前連結会計年度末45百万円 

２ 共同信託他社管理財産については、前連結会計年度末および当第３四半期連結会計期間末の職務分担型

共同受託方式による信託財産はありません。 

３ 元本補てん契約のある信託については、前連結会計年度末および当第３四半期連結会計期間末の取扱残

高はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 主要な設備の状況 

当第３四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３四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。 

 

銀行セグメント 

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 ― 
清 水 三 保

支店 

静岡県 

静岡市 

清水区 

移転 店舗 95 ― 自己資金 
平成23年

２月 

平成23年

４月 

 

 



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３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年12月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所名
または登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 258,139,248 同左 
東京証券取引所 
（市場第一部） 

単元株式数は1,000株で
あります。 

計 258,139,248 同左 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

①平成16年６月25日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日) 

新株予約権の数（個） 209 （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 
単元株式数は1,000株であります。 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 209,000 

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 ― 

 



 
②平成17年６月24日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31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 
単元株式数は1,000株であります。 

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 ― 

 

③平成18年６月27日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31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 
単元株式数は1,000株であります。 

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 ― 

 



 
④平成19年６月27日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31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 
単元株式数は1,000株であります。 

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 ― 

 

⑤平成20年６月24日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日) 

新株予約権の数（個） 346 （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 
単元株式数は1,000株であります。 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 346,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   1,551 （注）２

新株予約権の行使期間 平成22年８月１日～平成27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    1,551 

資本組入額    776 

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 ― 

 



 
⑥平成21年６月23日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日) 

新株予約権の数（個） 386 （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 
単元株式数は1,000株であります。 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 386,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   1,015 （注）２

新株予約権の行使期間 平成23年８月３日～平成28年８月２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    1,015 

資本組入額    508 

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 ― 

 

⑦平成22年６月24日定時株主総会決議 

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日) 

新株予約権の数（個） 366 （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 
単元株式数は1,000株であります。 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 366,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり    955 （注）２

新株予約権の行使期間 平成24年８月２日～平成29年８月１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     955 

資本組入額    478 

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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当ありません。 

 

(4) 【ライツプランの内容】 

該当ありません。 

 

(5) 【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22年10月１日～ 
平成22年12月31日 

― 258,139 ― 30,043,263 ― 18,585,841

 

(6) 【大株主の状況】 

当第３四半期会計期間において、大株主の異動はありません。 

 



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成22年12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) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式）

普通株式 
15,847,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
240,270,000

240,270 ― 

単元未満株式 
普通株式 

2,022,248 ― ― 

発行済株式総数 258,139,248 ― ― 

総株主の議決権 ― 240,270 ― 

(注)  平成22年12月31日現在の「単元未満株式」には、当社所有の自己株式203株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成22年12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 15,847,000 ― 15,847,000 6.13

計 ― 15,847,000 ― 15,847,000 6.13

 

２ 【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

月別 
平成22年 
４月 

 
５月 

 
６月 

 
７月 

 
８月 

 
９月 

 
10月 

 
11月 

 
12月 

最高(円) 939 931 853 838 798 790 770 754 781

最低(円) 828 804 798 747 732 730 697 701 702

(注) 最高・最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。 



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。 

なお、前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）および前第３

四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき作成し、当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31

日）および当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）は、改正後

の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しております。 

 

２ 当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報および１株当たり

四半期純損益金額等については、「２ その他」に記載しております。 

 

３ 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（自 平成

21年10月１日 至 平成21年12月31日）および前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日）に係る四半期連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間(自 平成22年

10月１日 至 平成22年12月31日)および当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平

成22年12月31日）に係る四半期連結財務諸表について、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。 

 



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 46,422 54,052

コールローン及び買入手形 280,555 286,236

商品有価証券 37 －

金銭の信託 1,352 1,716

有価証券 434,397 407,628

貸出金 ※1  2,472,101 ※1  2,442,217

外国為替 3,645 4,078

リース債権及びリース投資資産 6,349 6,694

その他資産 46,225 41,564

有形固定資産 ※2  34,407 ※2  35,013

無形固定資産 5,465 4,179

繰延税金資産 21,937 20,709

支払承諾見返 4,637 5,056

貸倒引当金 △28,447 △26,437

資産の部合計 3,329,086 3,282,710

負債の部   

預金 3,101,868 3,056,773

借用金 3,545 3,685

外国為替 22 1

その他負債 20,552 20,367

賞与引当金 － 638

役員賞与引当金 － 51

退職給付引当金 155 148

役員退職慰労引当金 2,575 2,476

睡眠預金払戻損失引当金 239 267

偶発損失引当金 182 153

支払承諾 4,637 5,056

負債の部合計 3,133,779 3,089,619

純資産の部   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 19,501 19,501

利益剰余金 156,691 149,514

自己株式 △12,790 △9,486

株主資本合計 193,445 189,572

その他有価証券評価差額金 92 1,914

繰延ヘッジ損益 20 1

評価・換算差額等合計 113 1,915

新株予約権 665 573

少数株主持分 1,082 1,028

純資産の部合計 195,307 193,090

負債及び純資産の部合計 3,329,086 3,282,710



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

経常収益 78,552 77,038

資金運用収益 63,868 63,240

（うち貸出金利息） 61,088 61,156

（うち有価証券利息配当金） 2,379 1,608

役務取引等収益 8,766 9,347

その他業務収益 5,547 4,048

その他経常収益 369 401

経常費用 62,869 61,269

資金調達費用 5,349 3,354

（うち預金利息） 5,139 3,229

役務取引等費用 8,335 8,575

その他業務費用 3,170 3,059

営業経費 32,439 32,187

その他経常費用 ※1  13,574 ※1  14,092

経常利益 15,682 15,768

特別利益 1,846 2,234

固定資産処分益 79 24

償却債権取立益 1,766 2,207

その他の特別利益 － 2

特別損失 152 281

固定資産処分損 152 281

税金等調整前四半期純利益 17,375 17,722

法人税等 7,121 7,274

少数株主損益調整前四半期純利益  10,447

少数株主利益 105 65

四半期純利益 10,148 10,381



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 17,375 17,722

減価償却費 2,850 2,667

貸倒引当金の増減（△） △7,925 2,010

賞与引当金の増減額（△は減少） △645 △638

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 267 △227

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 127 98

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △36 △27

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 8 29

資金運用収益 △63,868 △63,240

資金調達費用 5,349 3,354

有価証券関係損益（△） △614 553

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 16 △3

固定資産処分損益（△は益） 73 256

商品有価証券の純増（△）減 － △37

貸出金の純増（△）減 △14,509 △29,883

預金の純増減（△） 50,006 45,094

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△1,066 △140

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 1,221 158

コールローン等の純増（△）減 9,921 5,680

外国為替（資産）の純増（△）減 5,610 433

外国為替（負債）の純増減（△） △0 20

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 547 345

資金運用による収入 62,915 62,414

資金調達による支出 △5,524 △3,892

その他 △11,995 △2,201

小計 50,056 40,497

法人税等の支払額 △8,634 △7,830

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,422 32,667

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 △434,824 △525,329

有価証券の売却による収入 27,117 60,129

有価証券の償還による収入 370,574 435,397

金銭の信託の減少による収入 121 367

有形固定資産の取得による支出 △3,041 △1,843

有形固定資産の売却による収入 81 128

無形固定資産の取得による支出 △800 △2,470

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,772 △33,620

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △3,346 △3,183

自己株式の取得による支出 △5,445 △3,417

自己株式の売却による収入 65 92

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,725 △6,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,082 △7,471

現金及び現金同等物の期首残高 48,973 51,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  40,890 ※1  43,680



【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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

会計処理基準に関する事項の変更 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号平成20年３月31日）および「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３

月31日）を適用しております。これによる影響はありません。 

 

【表示方法の変更】 
 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

【簡便な会計処理】 
 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が中間連結会計期間末

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３四半期

連結会計期間末の債務者区分に基づく対象残高に、中間連結会計期間

末の貸倒実績率等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、中間連結会計期間末

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、当該中間連結

会計期間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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

税金費用の処理 当社および連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結累

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「法人税等」に含めて表示しております。 

 



【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成22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 3,074百万円

延滞債権額 32,385百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,067百万円

貸出条件緩和債権額 19,336百万円

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 2,477百万円

延滞債権額 32,199百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,038百万円

貸出条件緩和債権額 19,603百万円

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  33,354百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額  33,308百万円

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

※１ その他経常費用には、貸出金償却7,151百万円、

債権売却損2,304百万円、貸倒引当金繰入額1,961百

万円および株式等償却1,227百万円を含んでおりま

す。 

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額5,459百

万円、貸出金償却4,323百万円、債権売却損1,726百

万円、および株式等償却923百万円を含んでおりま

す。 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

※１ 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21年12月31日現在 

現金預け金勘定 43,827

定期預け金 △25

普通預け金 △2,139

その他預け金 △772

現金及び現金同等物 40,890
  

※１ 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22年12月31日現在 

現金預け金勘定 46,422

定期預け金 △25

普通預け金 △2,065

その他預け金 △651

現金及び現金同等物 43,680
  

 



(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３四半期連結会計期間末株式数 

発行済株式 

 普通株式 258,139

合計 258,139

自己株式 

 普通株式 15,847

合計 15,847

 

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３四半期 
連結会計期間末残高 

(百万円) 

当社 ――――― 665

連結子会社 ――――― ―

合計 ――――― 665

 

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
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日 
取締役会 

普通株式 1,602 6.50 平成22年３月31日 平成22年６月１日 利益剰余金

平成22年11月12日 
取締役会 

普通株式 1,580 6.50 平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金

 

基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

 

  該当ありません。 

 



 
 (セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 

 
銀行業 
(百万円) 

その他の事業
(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 

71,022 7,529 78,552 ― 78,552

 (2) セグメント間の内部
   経常収益 

145 1,665 1,810 (1,810) ―

計 71,167 9,195 80,363 (1,810) 78,552

経常利益 15,603 80 15,684 (2) 15,682

(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、その他の事業は、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。 

 



 
【セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社グループは、銀行業務を中心に行う当社と、リース業務、銀行事務代行業務、クレジットカ

ード業務等を行う連結子会社から構成されております。報告セグメントは当社を「銀行」としてお

ります。「銀行」は、預金業務、貸出業務、為替業務、クレジットカード業務等を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの経常収益、経常利益または損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント
 

銀行 
その他 合計 調整額 

四半期連結損益
計算書計上額

経常収益  

 外部顧客に対する 
 経常収益 

70,765 6,245 77,011 26 77,038

 セグメント間の内部 
 経常収益 

94 3,473 3,568 △3,568 ―

計 70,860 9,719 80,579 △3,541 77,038

セグメント利益 15,172 568 15,740 28 15,768

（注）１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない連結子会社の行うリース業務、銀行事務代行業

務、クレジットカード業務、保証業務等であります。 

３ セグメント利益の調整額28百万円は、持分法による投資利益26百万円およびセグメント間取引消去額1

百万円であります。 

４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号平成20年３月21日）を適用しております。 

 



 
(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年12月31日現在) 

 

 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価(百万円) 差額(百万円) 

国債 145,491 147,545 2,054

(注) 時価は、当第３四半期連結会計期間末日における合理的に算定された価額に基づいております。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成22年12月31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) 
差額(百万円) 

株式 30,594 30,338 △256

債券 231,978 232,008 30

 国債 217,132 217,105 △27

 地方債 7,998 7,924 △74

 社債 6,847 6,978 131

その他 19,068 18,905 △163

合計 281,641 281,252 △389

(注)１ 四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四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。 

２ 当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について918百万円の減損処理

を行っております。 

  なお、その他有価証券の減損にあたっては、当第３四半期連結会計期間末日における時価の取得原価に

対する下落率が50％以上の銘柄について減損処理するとともに、30％以上50％未満の銘柄については発行

会社の信用リスクや過去一定期間の時価の推移等を判断基準として減損処理を行っております。 

 



 (１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

 

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31日) 
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 798.86 776.58

 

２ １株当たり四半期純利益金額等 

 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金
額 

円 39.68 42.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額 

円 39.68 42.44

(注) １株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次の

とおりであります。 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額   

 四半期純利益 百万円 10,148 10,381

 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 10,148 10,381

 普通株式の 
 期中平均株式数 

千株 255,710 244,569

 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

 四半期純利益調整額 百万円 ― ―

 普通株式増加数 千株 44 5

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金額
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】 

 

(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報および１株当たり四半期純損益金額等 

当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業
を行う会社）に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報およ
び１株当たり四半期純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。 

① 損益計算書 
(単位：百万円) 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

経常収益 25,635 25,577 

 資金運用収益 21,550 21,317 

  （うち貸出金利息） 20,531 20,638 

  （うち有価証券利息配当金） 847 515 

 役務取引等収益 2,898 3,102 

 その他業務収益 1,144 1,074 

 その他経常収益 41 82 

経常費用 20,802 19,435 

 資金調達費用 1,635 964 

  （うち預金利息） 1,589 925 

 役務取引等費用 2,945 2,862 

 その他業務費用 962 895 

 営業経費 10,673 10,434 

 その他経常費用  ※１      4,585  ※１      4,279 

経常利益 4,833 6,142 

特別利益 893 713 

 固定資産処分益 ― 20 

 償却債権取立益 893 693 

特別損失 48 119 

 固定資産処分損 48 119 

税金等調整前四半期純利益 5,677 6,735 

法人税等  ※２      2,325  ※２      2,651 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,084 

少数株主利益 60 32 

四半期純利益 3,291 4,051 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

※１ その他経常費用には、貸出金償却2,828百万円、

債権売却損830百万円および株式等償却573百万円を

含んでおります。 

※１ その他経常費用には、貸出金償却1,683百万円お

よび貸倒引当金繰入額1,643百万円を含んでおりま

す。 

※２ 法人税等には、法人税等調整額を含めて表示して

おります。 

※２        同左 

 



② セグメント情報 

(事業の種類別セグメント情報) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 

 
銀行業 
(百万円) 

その他の事業
(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 

22,940 2,694 25,635 ― 25,635

 (2) セグメント間の内部
   経常収益 

48 305 353 (353) ―

計 22,988 3,000 25,989 (353) 25,635

経常利益 4,777 55 4,833 (0) 4,833

(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、その他の事業は、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。 

 

（セグメント情報） 

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

報告セグメントごとの経常収益、経常利益または損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

報告セグメント
 

銀行 
その他 合計 調整額 

四半期連結損益
計算書計上額

経常収益  

 外部顧客に対する 
 経常収益 

23,604 1,956 25,561 15 25,577

 セグメント間の内部 
 経常収益 

30 1,217 1,248 △1,248 ―

計 23,635 3,174 26,810 △1,233 25,577

セグメント利益 6,025 103 6,129 12 6,142

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない連結子会社の行うリース業務、銀行事務代行業

務、クレジットカード業務、保証業務等であります。 

３．セグメント利益の調整額12百万円は、持分法による投資利益15百万円およびセグメント間取引消去額 

△２百万円であります。 

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 



③ １株当たり四半期純損益金額等 

 

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金
額 

円 12.94 16.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額 

円 12.94 ―

(注)１ １株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次の

とおりであります。 

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額  

 四半期純利益 百万円 3,291 4,051 

 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 3,291 4,051 

 普通株式の四半 
 期中平均株式数 

千株 254,276 242,470 

  

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

 

 四半期純利益調整額 百万円 ― ― 

 普通株式増加数 千株 26 ― 

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金額
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 

 

――――― ――――― 

(注)２ なお、当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式を

調整した計算により１株当たり四半期純利益金額は減少しないので、記載しておりません。 

 

(2) 中間配当 

平成22年11月12日開催の取締役会において、第200期の中間配当につき次のとおり決議しました。 

中間配当金額 1,580百万円

１株当たりの中間配当金 6円50銭

支払請求の効力発生日 
および支払開始日 

平成22年12月10日

 



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。 



独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成22年２月12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第３四半期連結会

計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日

から平成21年12月31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21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四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。 
 



独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成23年２月10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  東     勝  次  ㊞ 

 

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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日

から平成22年12月31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22年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四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。 
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