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連結経営指標等 

  

 
(注) １．当行及び連結子会社の消費税及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．自己資本比率は、（四半期（期末）純資産の部合計－四半期（期末）少数株主持分）を四半期（期末）資産

の部の合計で除して算出しております。 

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社です。 

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 10,272 43,403

 うち信託報酬 百万円 0 0

経常利益 百万円 1,328 2,979

四半期純利益 百万円 1,144 ―

当期純利益 百万円 ― 1,345

純資産額 百万円 76,850 75,705

総資産額 百万円 1,544,564 1,530,520

１株当たり純資産額 円 1,757.56 1,721.16

１株当たり四半期 
純利益金額

円 29.16 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― 32.23

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
純利益金額

円 26.85 ―

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

円 ― 29.66

自己資本比率 ％ 4.9 4.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 27,926 △57,222

投資活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △30,011 60,891

財務活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △406 △465

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

百万円 25,205 27,676

従業員数 人 1,305 1,276

信託財産額 百万円 28 30
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当第１四半期連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)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。 

  

当第１四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。 

  

平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２ 従業員数は、嘱託及び臨時従業員681人を含んでおりません。 

３ 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。 

  

平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２ 従業員数は、嘱託及び臨時従業員436人を含んでおりません。 

３ 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。 

４ 当行は執行役員制度を導入しており、執行役員は8名であります。なお、執行役員は上記従業員数に含んで

おりません。 

  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

従業員数(人)
1,305
[391]

(2) 当行の従業員数

従業員数(人)
1,179
[275]
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「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。 

  

該当ありません。 

  

  

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ（当行及び

連結子会社）が判断したものである。 

（1）業績の状況 

平成21年3月期第1四半期（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）の国内経済は、サブプラ

イムローン問題の長期化等による世界経済の減速や資源価格の高騰などの影響により下振れ懸念が

強まりました。 

沖縄県経済は、観光が好調を持続し、消費が底堅く推移したものの、改正建築基準法や建設資材

価格高騰の影響などにより建設が弱い動きを続けたことから、足踏みが続きました。 

このような環境の下、当行グループの当第1四半期の業績は以下の通りとなりました。 

①財政状態 

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末比140億円増加の1兆5,445億円となりました。純資

産は、利益剰余金の増加やその他有価証券評価差額の改善により前連結会計年度末比11億円増加の

768億円となりました。 

主要勘定としては、預金は個人向けおよび地公体向け預金の増加等により前連結会計年度末比

145億円増加し、1兆4,248億円となりました。貸出金は例年の季節的な要因から前連結会計年度末

比412億円減少し、1兆1,214億円となりました。有価証券は前連結会計年度末比309億円増加し、

2,436億円となりました。 

②経営成績 

当第1四半期の経常収益は、貸出金利息は増加しましたが、株式売却益の減少や有価証券利息・

配当金の減少等により前年同期比4億56百万円減少の102億72百万円となりました。一方、経常費用

は、経費は増加しましたが、不良債権処理額の減少等により前年同期比6億84百万円減少の89億43

百万円となりました。 

この結果、経常利益は、前年同期を2億27百万円上回る13億28百万円となりました。また、四半

期純利益は、貸倒引当金戻入益の計上により特別利益が増加し、前年同期を5億83百万円上回る11

億44百万円となりました。 
  

（2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュフローは、預金の増加および貸出金の減少により279億26百万円の収

入となりました。 

投資活動によるキャッシュフローは、有価証券の取得が償還を上回ったことから300億11百万円

の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支払などにより4億6百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比24億71百万円減少しまし

た。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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国内・国際業務部門別収支 

当四半期連結会計期間における資金運用収支は67億17百万円、信託報酬は0百万円、役務取引等収支

は11億27百万円、その他業務収支は65百万円となっております。 

部門別にみますと、国内部門の資金運用収支は66億85百万円、国際部門の資金運用収支は33百万円と

なっております。 

 
(注) １  国内業務部門は当行の円建取引及び子会社取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、

円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。 

２  資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の

利息であります。 

３  相殺消去額欄は、連結会社間の内部取引消去額を計上しております。 

  

種類 期別
国内 国際 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 6,685 33 1 6,717

 うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ―

―
―

当第１四半期連結会計期間 7,971 394 37
48

8,280

 うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ―

―
―

当第１四半期連結会計期間 1,286 361 36
48

1,563

信託報酬
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 0 ― ― 0

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 1,394 6 273 1,127

 うち役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,237 18 501 1,754

 うち役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 843 12 228 626

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 △1 66 ― 65

 うちその他業務収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2 66 ― 68

 うちその他業務費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 3 ― ― 3
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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における役務取引等収益は17億54百万円、そのうち為替業務によるもの3

億99百万円、クレジットカード業務によるもの2億60百万円となっております。一方役務取引等費用は6

億26百万円、そのうち為替業務によるもの84百万円となっております。その結果、役務取引等収支は11

億27百万円となっております。 

 
(注) １ 国内業務部門は当行の円建取引及び子会社取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。 

２ 相殺消去額欄は、連結会社間の内部取引消去額を計上しております。 

  

種類 期別
国内 国際 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,237 18 501 1,754

 うち預金・貸出業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 221 ― ― 221

 うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 381 18 0 399

 うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 149 ― ― 149

 うちクレジット 
 カード業務

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 260 ― ― 260

 うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 365 0 204 161

 うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 17 ― ― 17

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 843 12 228 626

 うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 72 12 ― 84
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国内・国際業務部門別預金残高の状況 

  

 
(注) １  国内業務部門は当行の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者

取引は国際業務部門に含めております。 

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 

  

国内・海外別貸出金残高の状況 

○業種別貸出状況(残高・構成比) 

  

 
(注) １ 国内とは当行及び国内子会社であります。 

２ 海外及び特別国際金融取引勘定分については、該当ありません。 

  

種類 期別
国内 国際 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 1,371,855 56,576 3,586 1,424,845

 うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 707,839 ― 1,086 706,753

 うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 632,903 ― 2,500 630,403

 うちその他
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 31,112 56,576 ― 87,688

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

総合計
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 1,371,855 56,576 3,586 1,424,845

業種別
平成20年６月30日

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)

1,121,427 100.00

 製造業 63,152 5.63

 農業 2,354 0.21

 林業 6 0.00

 漁業 456 0.04

 鉱業 2,174 0.19

 建設業 56,353 5.03

 電気・ガス・熱供給・水道業 10,456 0.93

 情報通信業 7,850 0.70

 運輸業 22,486 2.01

 卸売・小売業 107,814 9.61

 金融・保険業 30,222 2.70

 不動産業 206,352 18.40

 各種サービス業 164,387 14.66

 地方公共団体 101,588 9.06

 その他 345,765 30.83

合計 1,121,427 100.00
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「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 

連結会社のうち、「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、

当社１社です。 

①信託財産の運用／受入状況(信託財産残高表) 

  

 
  

 
(注) 共同信託他社管理財産はありません。 

  

②元本補てん契約のある信託の運用／受入状況 

  

 
(注) 信託財産の運用のため、再信託された信託を含みます。 

  

資産

科目

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)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

銀行勘定貸 28 100.00 30 100.00

合計 28 100.00 30 100.00

負債

科目

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)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

金銭信託 28 100.00 30 100.00

合計 28 100.00 30 100.00

科目

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)

金銭信託(百万円) 金銭信託(百万円)

銀行勘定貸 28 30

資産計 28 30

元本 28 30

その他 0 0

負債計 28 30
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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。 

  

  

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

て、重要な変更はありません。 

  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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(注) 第一種優先株式の内容については次のとおりであります。 

１ 剰余金の配当 

①優先株主配当金 

 毎年決算日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき、年75円00銭の優先株主配

当金を支払う。 

②配当非累積条項 

 ある営業年度において本優先株主に対して支払う剰余金の配当の額が、上記優先株主配当金の額に達しない

ときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。 

③配当非参加条項 

 第一種優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。 

④優先中間配当金 

 中間配当を行うときは、本優先株主に対して、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき37円50銭を支払

う。 

２ 残余財産の分配 

 当行は、残余財産を分配するときは、本優先株式を有する株主に対し普通株主に先立ち、１株につき5,000円

の金銭を他の種類の優先株主と同順位にて支払う。本優先株主に対しては、上記5,000円のほか残余財産の分配

は行わない。 

３ 議決権条項 

 本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、当行株主総会における議決権を有しない。 

４ 株式の併合又は分割及び無償割当等 

 当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について、株式の併合又は分割を行わない。本

優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株

式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行なわない。 

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 65,000,000

第一種優先株式 1,200,000

第三種優先株式 1,000,000

計 67,200,000

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 39,308,470 39,308,470
東京証券取引所
(市場第一部) 
福岡証券取引所

─

第一種優先株式 1,200,000 1,200,000 ─ （注）

計 40,508,470 40,508,470 ― ―
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５ 取得請求権 

 本優先株主は、以下の各号に従い、当行に対し本優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを

請求することができる。 

①取得を請求し得べき期間 

 平成12年12月29日から平成22年９月30日までの間で発行に際して取締役会で定める期間とする。 

②当初交付価額 

 当初交付価額は平成12年12月29日の時価とする。ただし、計算の結果当初交付価額が1,150円(以下「下限交

付価額」という)を下回る場合には、下限交付価額を当初交付価額とする。 

 「平成12年12月29日の時価」とは平成12年12月29日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所

における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)を円位未

満小数第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入する。尚、上記45取引日の間に、下記③に定める交付価

額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は③に準じて調整される。 

③交付価額の修正 

 交付価額は、平成13年９月30日以降平成22年９月30日までの毎年９月30日(以下それぞれ「修正日」という)

にその時点での時価に修正される。尚、計算の結果１円未満の端数が生じる場合はこれを切り上げる。ただ

し、計算の結果修正後交付価額が下限交付価額を下回る場合は修正後交付価額は下限交付価額とする。 

「時価」とは、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の

普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)を円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。尚、上記45取引日の間に、下記④に定める交付価額の調整事由が生じた場合

には、上記の時価は④に準じて調整される。 

④交付価額の調整 

 本優先株式発行後、当行が１株当たり時価を下回る払込み金額での新たな普通株式の発行、株式分割その他

一定の場合には、交付価額(下限交付価額を含む)を次に定める算式(以下「交付価額調整式」という)により調

整する。ただし、交付価額調整式により計算される交付価額が1,000円を下回る場合には、1,000円をもって調

整後交付価額とする。 

 調整後交付価額＝調整前交付価額×(既発行普通株式数＋(新規発行普通株式数×１株当たり払込金額)／１

株当たり時価)／(既発行普通株式数＋新規発行普通株式数) 

⑤交付により発行すべき普通株式数 

 本優先株式の取得請求により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

 交付により発行すべき普通株式数＝(本優先株主が交付請求のために提出した本優先株式の発行価額総額)／

交付価額 

⑥優先株式の一斉取得 

 本優先株式のうち、平成22年９月30日までに取得請求のなかった本優先株式は、平成22年10月１日(以下一

斉取得日という)をもって、本優先株式１株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引目に始まる30取引日

の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない

日数を除く)で除して得られる数の普通株式を交付するのと引換えに取得する。当該平均値の計算は円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、この場合当該平均値が1,150円を下回ると

きは、本優先株式１株の払込金相当額を1,150円で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の

算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。 

  

該当ありません。 

  

該当ありません。 
  

  

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(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６月30日 ─ 40,508 ─ 54,127,114 ─ 10,000,000
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当第１四半期連結会計期間において、大株主の移動は把握しておりません。なお、当第１四半期連結

会計期間において、大量保有報告書の写しの送付はございません。 

  

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

できませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １  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4,600株(議決権46

個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式６株が含まれております。 

  

平成20年３月31日現在 

 
  

 
(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。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

(5) 【大株主の状況】

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
（第一種優先株式）

1,200,000
― （1）株式の総数等欄ご参照

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）

37,800
― 普通株式であります。

完全議決権株式(その他) 39,050,300 390,503 普通株式であります。

単元未満株式 220,370 ― 普通株式であります。

発行済株式総数 40,508,470 ― ―

総株主の議決権 ― 390,503 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

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）

 当 行

沖縄県那覇市久茂地

１丁目11番１号
37,800 ─ 37,800 0.09

計 ― 37,800 ─ 37,800 0.09

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20年 
４月 ５月

 
６月

最高(円) 1,107 1,175 1,280

最低(円) 833 973 1,030

３ 【役員の状況】
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１． 当行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。 

  

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、当行の監査法人は次のとおり変更しております。 

第92期連結会計年度       新日本監査法人、くもじ監査法人 

第93期第１四半期連結累計期間  新日本有限責任監査法人 

 また、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。 

  

  

第５ 【経理の状況】
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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 ※2  26,252 ※2  28,490

コールローン及び買入手形 96,590 68,893

買入金銭債権 2,126 2,269

商品有価証券 6 7

金銭の信託 2,996 2,996

有価証券 ※2  243,692 ※2  212,778

貸出金 ※1, ※2  1,121,427 ※1, ※2  1,162,699

外国為替 576 391

その他資産 ※2  13,860 ※2  13,845

有形固定資産 ※3  20,269 ※3  20,472

無形固定資産 2,574 2,708

繰延税金資産 21,380 22,266

支払承諾見返 12,843 13,049

貸倒引当金 △20,031 △20,349

資産合計 1,544,564 1,530,520

負債の部   

預金 1,424,845 1,410,257

借用金 3,227 3,450

外国為替 164 65

社債 10,000 10,000

信託勘定借 ※4  28 ※4  30

その他負債 11,963 13,048

賞与引当金 110 433

退職給付引当金 1,077 1,047

役員退職慰労引当金 233 217

睡眠預金払戻引当金 100 100

偶発損失引当金 41 37

再評価に係る繰延税金負債 3,077 3,077

支払承諾 12,843 13,049

負債合計 1,467,714 1,454,814

純資産の部   

資本金 54,127 54,127

資本剰余金 10,004 10,004

利益剰余金 14,218 13,477

自己株式 △92 △92

株主資本合計 78,257 77,516

その他有価証券評価差額金 △4,083 △4,716

繰延ヘッジ損益 △4 30

土地再評価差額金 835 835

評価・換算差額等合計 △3,253 △3,850

少数株主持分 1,846 2,039

純資産合計 76,850 75,705

負債純資産合計 1,544,564 1,530,520
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 （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 10,272

資金運用収益 8,280

（うち貸出金利息） 7,259

（うち有価証券利息配当金） 565

信託報酬 0

役務取引等収益 1,754

その他業務収益 68

その他経常収益 168

経常費用 8,943

資金調達費用 1,565

（うち預金利息） 1,490

役務取引等費用 626

その他業務費用 3

営業経費 5,646

その他経常費用 ※1  1,101

経常利益 1,328

特別利益 382

貸倒引当金戻入益 239

償却債権取立益 142

特別損失 4

固定資産処分損 4

税金等調整前四半期純利益 1,707

法人税、住民税及び事業税 196

法人税等調整額 557

少数株主利益 △191

四半期純利益 1,144
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 （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 1,707

減価償却費 437

持分法による投資損益（△は益） △3

貸倒引当金の増減（△） △318

賞与引当金の増減額（△は減少） △322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 3

資金運用収益 △8,280

資金調達費用 1,565

有価証券関係損益（△） 3

為替差損益（△は益） △53

固定資産処分損益（△は益） 4

商品有価証券の純増（△）減 1

貸出金の純増（△）減 41,272

預金の純増減（△） 14,588

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△222

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △232

コールローン等の純増（△）減 △27,572

外国為替（資産）の純増（△）減 △185

外国為替（負債）の純増減（△） 99

信託勘定借の純増減（△） △2

資金運用による収入 7,823

資金調達による支出 △1,124

その他 △1,159

小計 28,076

法人税等の支払額 △149

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,926

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 △59,718

有価証券の売却による収入 96

有価証券の償還による収入 29,691

有形固定資産の取得による支出 △38

無形固定資産の取得による支出 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,011

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △403

少数株主への配当金の支払額 △1

自己株式の取得による支出 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △406

現金及び現金同等物に係る換算差額 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,471

現金及び現金同等物の期首残高 27,676

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  25,205
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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．会計処理基準に関する事項の

変更

リース取引に関する会計基準

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同

前）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されること

になったことに伴い、当第1四半期連結会計期間から同会計基準及び適

用指針を適用しております。

これによる当第１四半期連結会計期間への影響は軽微であります。

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年

度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

【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、年度に係る減価償却

費の額を期間按分する方法により算定しております。

２．貸倒引当金の計上方法 一部の連結子会社の「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てている債権等以外の債権

に対する貸倒引当金につきましては、平成20年３月期の予想損失率を適

用して計上しております。

３．税金費用の計算 法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しており

ますが、納付税額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性

の高い項目に限定して適用しております。

４. 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きましては、一部の軽微な項目

のうち前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるものについ

ては、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・

プランニングの結果を適用しております。

【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 一部の連結子会社の税金費用は、四半期会計期間を含む年度の税引前

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

引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。
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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          12,237百万円

延滞債権額           20,497百万円

３ヵ月以上延滞債権額       2,058百万円

貸出条件緩和債権額       14,191百万円

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 担保に供している資産

担保に供している資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められるものはありませ

ん。

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

 16,606百万円

※４ 当行の受託する元本補てん契約のある信託の元本

金額は、合同運用指定金銭信託28百万円でありま

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             1,981百万円

延滞債権額           32,896百万円

３ヵ月以上延滞債権額       1,483百万円

貸出条件緩和債権額       14,552百万円

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 担保に供している資産

有価証券            15,339百万円

預け金                28百万円

貸出金               672百万円

その他資産              2百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

 16,426百万円

※４ 当行の受託する元本補てん契約のある信託の元本

金額は、合同運用指定金銭信託30百万円でありま

す。

(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、貸出金償却905百万円を含

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)

 

※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20年６月30日現在

現金預け金勘定 26,252

金融有利息預け金 △48

金融無利息預け金 △997

現金及び現金同等物 25,205
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１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株） 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当ありません。 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 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。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
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 39,308

 第一種優先株式 1,200

合 計 40,508

自己株式

 普通株式 47

 第一種優先株式 －

合 計 47

（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６月26日 
定時株主総会

普通株式 314 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金

第一種
優先株式

90 75.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金
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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) 

連結会社は銀行業以外に一部でクレジットカード等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグ

メントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

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) 

全セグメントの所在地は国内のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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) 

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。

  

Ⅰ 当第１四半期連結会計期間末 

※１ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。 

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権を含めて記載して

おります。 

  

  

 
（注）時価は、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いております。 

  

  

 
（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。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【国際業務経常収益】

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの （平成20年６月30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 8,236 8,274 38

地方債 16,414 16,192 △222

社債 14,552 14,574 21

合計 39,203 39,041 △162

２ 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 11,310 9,718 △1,592

債券 172,042 168,763 △3,278

 国債 121,126 117,993 △3,132

 地方債 2,000 1,981 △18

 社債 48,916 48,789 △126

その他 25,568 23,574 △1,994

合計 208,921 202,055 △6,865
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Ⅱ 前連結会計年度 

※ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権を含めて記載しておりま

す。 

  

 
（注）時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

  

  

 
（注）１ 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度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 その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得価額に比べて30％以上下落してお

り、時価が取得価額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、当該時価をもって連結貸借対

照表価額とするとともに、その差額を減損処理しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、株式531百万円であります。 

  

  

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの （平成20年３月31日現在）

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 4,426 4,527 101

地方債 16,549 16,531 △18

社債 3,620 3,686 66

合計 24,596 24,746 150

２ その他有価証券で時価のあるもの （平成20年３月31日現在）

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

株式 11,406 8,448 △2,958

債券 154,672 152,152 △2,519

 国債 119,683 117,192 △2,490

 社債 34,989 34,960 △29

その他 27,663 25,291 △2,372

合計 193,743 185,892 △7,850
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 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) 

該当ありません。 

  

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり四半期純利益金額等 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

  

 
  

該当ありません。 

  

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取

引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。 

  

該当ありません。 

(ストック・オプション等関係)

(１株当たり情報)

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 1,757.56 1,721.16

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金額 円 29.16

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 26.85

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金額

四半期純利益 百万円 1,144

普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,144

普通株式の期中平均株式数 千株 39,261

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 0

 うち優先株式業務委託手数料 百万円 0

普通株式増加数 千株 3,387

 うち優先株式 千株 3,387

(重要な後発事象)

(リース取引関係)

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成20年８月11日

株式会社琉球銀行 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

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」に掲げられている株

式会社琉球銀行の平成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、株式会社琉球銀行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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

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  岩  原  淳  一   印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  増  田  正  志   印

(注) 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)が別途保管しております。

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いません。
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