
（単位：百万円）

科　　目 金　　額

経常収益 24,155
資金運用収益 14,773

貸出金利息 10,999
有価証券利息配当金 3,716
コールローン利息及び買入手形利息 0
預け金利息 43
その他の受入利息 13

役務取引等収益 2,172
その他業務収益 6,125
その他経常収益 1,083

貸倒引当金戻入益 446
償却債権取立益 69
その他の経常収益 567

経常費用 20,998
資金調達費用 1,023

預金利息 966
譲渡性預金利息 2
コールマネー利息及び売渡手形利息 0
借用金利息 55

役務取引等費用 1,610
その他業務費用 5,423
営業経費 12,523
その他経常費用 417

その他の経常費用 417
経常利益 3,156
特別損失 145

固定資産処分損 22
減損損失 122

税金等調整前当期純利益 3,011
法人税、住民税及び事業税 515
法人税等調整額 189
法人税等合計 704
当期純利益 2,307
非支配株主に帰属する当期純利益 100
親会社株主に帰属する当期純利益 2,206

（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。

連結財務諸表
 ■ 第137期末連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

資 産 の 部 負 債 の 部
現金預け金 67,779 預金 899,326
商品有価証券 405 譲渡性預金 14,720
金銭の信託 1,069 借用金 88,704
有価証券 313,271 外国為替 0
貸出金 685,883 その他負債 9,642
外国為替 1,112 賞与引当金 384
リース債権及びリース投資資産 6,520 退職給付に係る負債 3,423
その他資産 9,608 役員退職慰労引当金 4
有形固定資産 16,319 睡眠預金払戻損失引当金 232

建物 4,568 繰延税金負債 364
土地 10,649 再評価に係る繰延税金負債 1,766
建設仮勘定 19 負ののれん 136
その他の有形固定資産 1,082 支払承諾 1,752

無形固定資産 692 負債の部合計 1,020,459
ソフトウェア 382 純 資 産 の 部
ソフトウェア仮勘定 49 資本金 19,544
その他の無形固定資産 260 資本剰余金 16,706

繰延税金資産 6 利益剰余金 23,217
支払承諾見返 1,752 自己株式 △143
貸倒引当金 △11,993 【株主資本合計】 59,324

その他有価証券評価差額金 6,224
土地再評価差額金 3,670
退職給付に係る調整累計額 △43
【その他の包括利益累計額合計】 9,851
新株予約権 49
非支配株主持分 2,741
純資産の部合計 71,967

資産の部合計 1,092,427 負債及び純資産の部合計 1,092,427
（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。

 ■ 第137期連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　　目 金　　額

当期純利益 2,307
その他の包括利益 △755

その他有価証券評価差額金 △798
土地再評価差額金 －
退職給付に係る調整額 43

包括利益 1,551
（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,429
非支配株主に係る包括利益 122

（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。

（平成29年3月31日現在）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
 ■ 第137期連結損益計算書
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 ■ 第137期連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産
合　計その他有価証券

評 価 差 額 金
土地再評価
差　額　金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 7,045 3,613 △86 10,571 47 2,621 70,863

当期変動額

剰余金の配当 △455

親会社株主に帰属する当期純利益 2,206

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 9

土地再評価差額金の取崩 △57

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △820 57 43 △720 1 120 △598

当期変動額合計 △820 57 43 △720 1 120 1,104

当期末残高 6,224 3,670 △43 9,851 49 2,741 71,967

（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。

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 19,544 16,712 21,523 △157 57,622

当期変動額

剰余金の配当 △455 △455

親会社株主に帰属する当期純利益 2,206 2,206

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △5 15 9

土地再評価差額金の取崩 △57 △57

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △5 1,693 14 1,702

当期末残高 19,544 16,706 23,217 △143 59,324

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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