
七十七銀行は「地域と共に歩み、地域と共に発展する
『ベストクォリティバンク』」を目指しています
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株式会社七
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The ７７ Ｂａｎｋ，Ｌｔｄ．
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（国内基準）単体13.10％  連結13.32％
5兆6,236億円
5兆718億円
3兆1,625億円



平素より七十七銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

さて、日本経済は輸出が増加基調を維持しているものの、原油・原材料価格の

高騰や世界的な金融資本市場の混乱の影響などから、生産や設備投資が弱含んで

いるほか、個人消費が総じて浮揚感の乏しい動きを続けているなど、減速感が強

まっております。

また、当行の主要営業基盤である宮城県の経済につきましては、住宅投資が減

少を続け、公共投資も低調に推移していることに加え、個人消費の持ち直しの動

きが鈍化してきているなど、全体としては足踏み状態となっております。

金融機関を取巻く環境を展望いたしますと、金融機関は、昨年9月に全面施行

された金融商品取引法に基づき、利用者保護等にかかる対応の徹底を求められる

ほか、反社会的勢力への対応やマネー・ローンダリング防止態勢等の強化を図る

必要があるなど、内部管理態勢の一層の整備・強化が求められております。また

一方、地域金融機関においては、貸出等を通じた地域企業への支援強化や地域経

済活性化へ向けた取組強化など、地域重視の経営を一層強める必要があります。

こうした課題に積極的に対処するため、当行は平成17年4月よりスタートした

中期経営計画「チャレンジ400」に基づき収益力の強化を図るとともに、「地域と

共に歩み、地域と共に発展する『ベストクォリティバンク』」の具現化を目指し、

透明性の高い経営に努力してまいる所存であります。

こうした当行の現況をお伝えしたく「2008年版ディスクロージャー誌」を作成

しましたので、ご一読いただければ幸いです。

今後とも一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願いいたします。

平成20年7月

取締役頭取

ごあいさつ



ホームページのご紹介

個人・法人のお客さま、そして株主
の皆さまに当行のさまざまな情報を発
信しております。トピックスをはじ
め、経営情報、各種商品、店舗・キャ
ッシュサービスコーナーのご案内など
をいち早くお届けしております。
ホームページアドレス

http://www.77bank.co.jp/

「七十七の地域貢献」のご紹介

当行と地域との関わりを詳しく紹介してお
ります。ホームページに掲載しております。

目次

当行は、ディスクロージャーとして、銀行法に基づく
「ディスクロージャー誌（本誌）」、金融商品取引法に基
づく「有価証券報告書」、一般・株主の皆さま向けの「ミ
ニディスクロージャー誌」、海外向けの「アニュアルレ
ポート」を作成しております。
また、ホームページ等でタイムリーに経営情報を提供

しているほか、会社説明会（ＩＲ）を年 2回開催するな
ど、投資家の皆さまに当行をご理解いただけるよう常に
努めております。
当行は、今後とも経営の健全性を追求しつつ、適時・

適切なディスクロージャーに努めてまいります。

ミニディスクロージャー誌のご紹介

業績の概要や営業の状況について、地
域とのかかわりをふまえてよりわかりや
すくまとめた小冊子です ｡ お気軽に手にと
っていただけるよう当行本支店に備えお
いております。また、ホームページにも
掲載しております。
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経営方針
業績の推移
健全経営の追求
社会的責任への対応
地域と共に
創業130周年
当行の役員

第1 部



当行は、地域・顧客・株主の皆さまへ最良の付加価値を提供し、強く支持され続ける銀
行となることを目指し、平成17年度より平成20年度までの4年間にわたる中期経営計画
「チャレンジ400」に取組んでいます。
中期経営計画では、高い健全性を背景としつつ、適切なリスクテイクによる「収益資産
の積み上げ」と「経営効率の改善」により、収益力強化への道筋を確かなものとすること
を最重要課題ととらえ、この経営課題の克服により業務粗利益を増強するとともに、ロー
コストオペレーション体制を確立し、いかなる環境においても安定的に収益を計上できる
銀行になることを目指しております。
平成20年度は、本中期経営計画の最終年度となりますが、行内の共通認識としてコア業

務純益400億円を目標とし、「チャレンジ400」の達成に全行員が一丸となって取組んで
おります。
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経営方針

七十七銀行は「地域と共に歩み、地域と共に発展する
『ベストクォリティバンク』」を目指しています。

当行は地域との関わりをより強化し、ハイクォリティな金融機関として存続していくことを明確化するため、
目指す銀行像を「地域と共に歩み、地域と共に発展する『ベストクォリティバンク』」としております。当行は
この目指す銀行像の具現化のため、地域との絆をもっとも大切にした経営を行ってまいります。

中期経営計画「チャレンジ400」

経営方針



「チャレンジ400」では、次の3点を基本目標として掲げ、各種経営施策に取組んでおります。

平成20年度は、中期経営計画「チャレンジ400」の最終年度になります。最重要課題である収益力の強化に向け、以下の重点
方針のもと、諸施策をスピーディーに実行し、中期経営計画の目標達成に向けて取組んでまいります。
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基本的な取組方針

1．「業務粗利益の着実な増加」と「ローコストオペレーション」への取組強化
「コア貸出金の増強と資産の収益性向上による資金利益の拡大」および「預り資産の増強を中心とした役務収益の拡大」

により業務粗利益の着実な増加を図るとともに、ローコスト化の促進により、収益力の強化を図ります。

2．地域・顧客・株主とのリレーションシップ強化
◦地域：地域における営業基盤をより強固なものとし、「銀行業務を通じた地域貢献」を実践します。
◦顧客：顧客満足度の向上により、顧客にとっての当行の価値向上を図り、常に「お客さまにとってナンバーワンの銀行」

を目指します。
◦株主：「収益性の向上と健全性を両立」させ、株主価値の拡大を図ります。

3．新たな視点で考え、挑戦する風土の醸成
新たな視点で考え、挑戦し、そして変化し続ける風土を醸成します。

■ 営業力の強化
 ◦法人取引の強化
 ◦住宅ローンを中心とした消費者ローンの増強
 ◦預金・預り資産一体での金融資産の取込強化
 ◦営業基盤の強化

■ 経営効率の改善
■ 内部管理態勢の強化と人材の育成

中期経営計画「チャレンジ400」の基本目標

平成20年度の重点方針

注1.コア業務純益：業務粗利益から経費と国債等債券損益を控除したもの
注2.コア貸出金：ローンパーティシペーション等を除いた貸出金

基本目標項目

❶収益力の強化 コア業務純益

コア貸出金平残

預り資産残高

OHR

自己資本比率（国内基準）

380億円以上

3兆円以上

7,000億円以上

60％以下

12％以上

（平成20年度）

（平成20年度）

（平成20年度末）

（平成20年度）

（平成20年度）

❷収益力強化のための個別目標

❸健全性の維持

（1）営業力の強化

（2）経営効率の改善

経営方針



1．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
○創業・新事業支援機能等の強化

創業・新事業関連融資制度を活用した積極的な資金供給のほか、中小企業基盤整備機構、東北大学および東北イノベー
ションキャピタル等外部支援機関への紹介を通した販売面、技術面、出資面での支援や、ビジネスマッチング情報の提供
による販路拡大支援など、融資および融資以外の面から創業・新事業進出企業に対する支援を実施しました。

○事業再生・経営改善支援機能等の強化
地域において一定の営業基盤と相応の収益力を有しているものの、過剰債務や不採算部門等を有することから経営が悪

化している地元企業の再生を支援するため、「事業再生ファンド」を活用した事業再生支援に取組んでいます。平成19年
度は外部提携機関と当行専用ファンド「七十七事業再生ファンド」の組成推進にかかる業務協力協定を結び、2件の再生
支援に合意しました。

○セミナーや相談会の開催等による事業承継やM&Aへの取組強化
平成19年5月および11月、取引先経営者の皆さまに経営戦略に役立つ情報を提供している「七十七経営戦略セミナー」

において、事業承継問題をテーマとした「事業承継・M&Aセミナー」および「相談会」を開催しました。

2．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底
○資金調達手段多様化への取組強化

平成19年12月、当行として初めて肉牛を担保とした動産担保融資に取組みました。肉牛の担保価値の算定・管理を行
う外部の専門機関と提携し、肉牛に担保を設定することにより、子牛の購入代金や運転資金を供給しました。

実 績：

実 績：

目 標：創業・新事業支援実績件数

目 標：事業再生ファンド活用実績

50件

2件

68件（うち創業・新事業支援融資実績 32件／221百万円）

2件

「地域密着型金融」とは、「お客さまとの親密な長いお付き合いの中で蓄積してきた情報を基に行っていく銀行取引」のことです。
当行の地域密着型金融の推進に関する基本的な考え方は、「社会的責任への対応（18ページ）」に記載した行是の理念そのものであ
り、行動の規範として役職員に深く浸透しています。

当行では、こうした基本理念に基づき、以下を中期経営計画に定めており、その実現に向け、これまで以上に地域社会の発展に
貢献してまいります。
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地域密着型金融の推進

1．目指す銀行像（中期経営計画「目指す銀行像」）
「地域と共に歩み、地域と共に発展する『ベストクォリティバンク』」

2．地域・顧客とのリレーションシップの強化（中期経営計画「基本的な取組方針」より）
（1）地域との関わり

地域における営業基盤をより強固なものとし、「銀行業務を通じた地域貢献」を実践する。
（2）顧客との関わり

顧客満足度の向上により、顧客にとっての当行の価値向上を図り、常に「お客さまにとってナンバーワンの銀行」を目指す。

地域密着型金融の推進に関する基本的な方針

平成19年度地域密着型金融推進計画の進捗状況

経営方針



1．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
○創業・新事業支援機能等を強化します。

○事業再生・経営改善支援機能等を強化します。
○セミナーや相談会の開催等による事業承継やM&Aへの取組みを強化します。

2．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底
○資金調達手段多様化への取組みを強化します。

3．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
○食製品および工業製品を対象としたビジネス商談会を開催します。
○地域内で実施されるPFI案件等、地域開発案件への積極的な対応を実施します。
○地域の環境保護や育児支援など、社会貢献に取組む企業に対する支援として、金利や手数料を優遇した商品の開発を行
います。

○第三者保証の抑制に向けた取組みの実施
中小企業の皆さまに対し円滑な資金供給を行うため、ミドルリスク・ミドルリターン型のビジネスローンや、財務制限

条項を活用した融資商品など、「無担保・第三者保証人不要融資商品」の積極的な活用を図りました。

3．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
○ビジネス商談会の開催
○「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」開催に向けた地域支援強化

平成19年6月、宮城県と共催で「みやぎビジネス商談会」を、地銀11行共催で「全国地銀合同商談会in上海」を開催
したほか、11月には地銀8行と連携し「地方銀行フードセレクション2007」を東京で、平成20年1月には宮城県、山
形県、山形銀行等と連携し、「おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会」を開催しました。ビジネス商談会による
情報提供を中心としたビジネスマッチング情報提供件数は、目標を大幅に上回るなど、取引先の皆さまの販路拡大に貢献
しました。また、各商談会においては、「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」のジャンパーやのぼりを積極的
に活用し、広く周知に努めるなど、地域支援にも積極的に取組みました。

○地域内で実施されるPFI案件等、地域開発案件への積極的な対応
平成19年度は新仙台市天文台整備・運営事業について、融資金融機関、コ・アレンジャーとして参加したほか、仙台

市の学校給食センター建設案件では融資金融機関、アレンジャー兼エージェントとして参加しています。

実 績：

目 標：創業・新事業支援実績件数

目 標：ビジネスマッチング情報提供件数

目 標：財務制限条項活用融資実行金額

50件

1,500件

100億円

2,516件

実 績：

目 標：無担保・第三者保証人不要融資商品実行金額 30,000百万円
2,683件／31,130百万円
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平成20年度地域密着型金融推進計画

経営方針



当行は、従来から、取締役会の機能強化や社外監査役を含
めた監査体制の強化、コンプライアンス体制、リスク管理体
制の充実など経営管理組織の整備を経営上の優先課題として
位置づけております。

取締役会においては経営上の重要事項に係わる意思決定を
図るとともに、常務会を設置し取締役会の委任を受けた範囲
内において重要事項の協議・決定を行っております。また、
当行は監査役制度を採用しており、監査役および監査役会に
つきましては、監査役5名のうち過半数の3名を社外監査役と

し監査役監査の独立性を高め、取締役会への出席・意見陳述
等を通じ有効性・適法性を確保しております。

コンプライアンス体制およびリスク管理体制としては、取
締役会において定めた「法令等遵守方針」および「リスク管
理基本方針」により、コンプライアンスに係わる取組姿勢の
明確化・実効性の確保、当行の安定的・永続的発展のための
強固なリスク管理体制の確立を目指しております。

また、取締役会において以下のとおり「内部統制基本方針」
を定め、内部統制システムの整備に努めております。
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コーポレートガバナンスの状況

当行は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。

1．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守方針に基づき、法令等を遵守する。

（2）当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、

その下部機関としてのコンプライアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、

法令等遵守の統轄部署としてコンプライアンス統轄部を置く。

（3）当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令遵守統轄者および統轄コンプラ

イアンス・オフィサー、各部店にコンプライアンス・オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。

（4）取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状

況等の報告を受ける。

（5）当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用

電話等を設置・運営する。

（6）監査役は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたと

きは取締役会に報告するなど、適切な措置を講じる。

（7）当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力への対応方針に基づき、反社会

的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）当行は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を、文書取扱要領に基づき保管および管理する。

（2）当行の役職員は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダードに基づき、情報資産の適切な

管理を行う。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）	当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリス

ク管理基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。

（2）	当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。

（3）	当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等緊急時対応プラン等に基

づき、緊急事態発生時においても適切に対処する。

内部統制基本方針

経営方針
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4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会

にて重要事項の協議を行う。

（2）取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況につ

いて報告を受ける。

（3）取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。

5．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務運営に反映させる

とともに、子会社の業務運営状況を把握する。

（2）当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定を制定させ、

これを遵守させる。

（3）当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の

取引条件にて行う。

（4）当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・

指導を行う。

（5）当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営

状況の監査を行う。

（6）当行は、子会社と定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理および連携を強化する。

（7）当行は、当行および子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
コンプライアンス統轄部に監査役の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査役の指示に従い、その

職務を行う。

7．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査役会の事前の同

意を得る。

8．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（1）取締役および使用人（以下、「取締役等」という。）は、取締役会その他監査役の出席する重要な会議において、

随時その職務の執行状況の報告を行う。

（2）取締役等は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速

やかに監査役に報告を行う。

（3）監査役は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説明を求めること

ができる。

9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査役は、監査役会規定および監査役監査基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会

議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。

（2）監査役会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士そ

の他の外部専門家を活用する。

以 上

経営方針
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（単位：億円）

業務粗利益

貸出金利息や有価証券利息配当金等運用収入の増加等
により、業務粗利益は前期比9億円増加し、872億円と
なりました。
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（単位：億円）

業務純益
コア業務純益
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292297

平成20年
3月期

業務純益・コア業務純益

コア業務純益は基幹システムの更新等に伴い経費が増
加したこと等から前期比3億円減少し、292億円となり
ました。

一方、業務純益は一般貸倒引当金が取崩しとなったこ
と等から、前期比35億円増加し、297億円となりまし
た。

（単位：億円）
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当期純利益
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経常利益・当期純利益

有価証券関係収益が減少しましたが、一般貸倒引当金
繰入額と不良債権処理損失をあわせた与信費用が減少し
たことから、経常利益は前期比16億円増加の198億円、
当期純利益は対前期比20億円増加の122億円となりま
した。

業績の推移

  損益の状況

業績の推移
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貸出金

貸出金は、住宅ローンおよび地方公共団体向け貸出が
増加したこと等から、前期比307億円増加し、3兆
1,625億円となりました。

31,62531,355

32,210

（単位：億円）
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平成19年
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3月期
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3月期

平成16年
3月期

0

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

有価証券

有価証券残高は前期比15億円減少の2兆595億円と
なりましたが、国債、地方債から社債等へ運用をシフト
し、運用力の強化に努めました。

預金・譲渡性預金＋預り資産

預金・譲渡性預金は、個人預金を中心に前期比384
億円増加の5兆718億円となりました。預り資産とあわ
せますと前期比738億円増加しました。

資産・負債の状況
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平成20年
3月期

預金・譲渡性預金
預金・譲渡性預金＋預り資産

0

49,000

51,000

53,000

55,000

57,000

52,590

49,420 49,518

50,487 50,334
50,652

53,097

55,358

50,718

56,096

※ここに記載する預り資産は「公共債、投資信託、個人年金保険等」をいいます。

業績の推移
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（単位：%）
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12.33

14.17

13.10

12.54

（Tier1比率）

（国際統一基準）
（国内基準）

自己資本比率・Tier1比率の推移

健全経営を示す代表的な指標として、「Tier1比率」と「格付け」があげられます。当行は、一層の健全性
向上に取組み、これらの指標について良好な水準を維持してきました。

健全経営の追求

Tier1比率とは、自己資本比率の構成内容から劣後ローン等の
補完的な項目を控除した、いわゆる資本金・資本剰余金・利益
剰余金等（Tier1）のみによる比率です。したがって、補完的
項目を含めた自己資本比率よりも財務内容の健全性をよく表し
た指標であるといえます。当行の平成20年3月末のTier1比率
は、国内基準採用行56行平均8.13％（速報値）を大きく上回
る12.54％（単体）と高い水準を維持しております。

なお、自己資本に含まれる税効果資産のTier1に対する割合は
14.9％、税効果相当分を控除した自己資本比率は11.24％と
なっており、自己資本の構成の観点からも健全性が高いといえ
ます。

格付けは、第三者である格付機関が財務内容等を評価し、市
場に公表する指標です。満期まで1年を超える預金・債券など
を対象とする「長期格付け」、1年以内の預金・債券などを対
象とする「短期格付け」、財務内容そのものを評価する「財務
格付け」などがあります。

当行は、国内外の格付機関3社から高い格付けを取得してお
ります。

（平成20年6月30日現在）

格付種類格付機関 格付の定義格付け

長期優先債務格付け日本格付研究所（JCR） 債務履行の確実性は非常に高いAA

長期信用格付けフィッチ・レーティングス ※A

AAA

BB
B
CCC
CC
C
D

AA
A

債務履行の
確実性高い

発行体格付け格付投資情報センター（R&I） 信用力は高く、部分的に優れた要素があるA＋

発行体格付けスタンダード＆プアーズ A 債務を履行する能力は高い
BBB

（注）国内基準を適用しておりますが、参考として国際統一基準で算出した
自己資本比率も表示しています。

※公表しているデータに基づき同社が評価している格付け

（注）1.「D」を使用していない格付機関もあります。
2.「AA」から「CCC」（格付機関により「B」）までの格付けには、

同一等級内の相対的な位置を示す符号として「＋」もしくは「−」が使用されます。

Tier1比率

格付け

健全経営の追求



合計
32,176

〈 32,073 〉 （ 103 ）
29,125

〈 29,022 〉
2,900 151

（ 151 ）

要管理先
587要

注

意

先

64 523

要管理先
以外の
要注意先
3,609 1,629 1,980

金融再生法開示債権

（対象：与信関連科目、ただし
要管理債権は貸出金のみ ） リスク管理債権

（対象：貸出金）

延滞債権
923

〈 840 〉

3カ月以上延滞債権
5

貸出条件緩和債権
369

合計
1,352

〈 1,249 〉

債務者区分

要管理債権
374

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

262
〈 159 〉

区分 保全額 保全率

正常債権
30,882

非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類
分類債権

自己査定分類債権（対象：総与信）

合計
32,238

〈 32,134 〉

小計
1,355

〈 1,252 〉

正常先
26,999

破綻先債権
55

〈 35 〉
35

〈 15 〉
20

（ ─ ） （ 20 ）

26,999

危険債権
719

238

262

1,069

569

63.8%

100%

78.9%

79.1%266 302 151
（ 151 ）

破綻先
55

〈 35 〉

破綻懸念先
719

実質破綻先
207

〈 124 〉
132
〈 49 〉

75
（ 83 ）（ ─ ）

（平成20年3月末、単位：億円）

引当率50%

（貸倒実績率
3年累計）

引当率 11.584%
（貸倒実績率 3年累計）

引当率 1.998%
（貸倒実績率 2年累計）

引当率 0.205%
（貸倒実績率 2年累計）

※2※1

（注）1．自己査定分類債権における（ ）内は、分類額に対する引当金額。
2．〈 〉内は、部分直接償却を実施した場合の債権額（部分直接償却可能額 103億円）。
3．破綻懸念先の引当率は、貸出金Ⅲ分類額に対する引当率。
4．正常先および要注意先の引当率は、債権額に対する引当率。

※1
金融再生法開示
基準による不良
債権（小計）の割合

4.20%

※2
貸出金残高に占
めるリスク管理
債権合計の割合

4.27%

13

（参考）自己査定分類債権、金融再生法開示債権およびリスク管理債権の関係
【 単体 】

当行は、返済能力の判定により債務者を区分し、回収また
は価値毀損の危険性の程度に応じてそれぞれの貸出金等を分
類する「自己査定」に関し、「金融検査マニュアル」などを踏
まえた「自己査定基準書」を策定して厳格に取組んでおります。
また、審査部の「企業支援室」を統轄部署として本部と営業
店が一体となってお取引先企業の経営に対する指導・助言を

強化し、自己査定上の債務者区分を上位区分にランクアップ
させる「債務者区分ランクアップ活動」を行っております。
平成19年度は、貸出金残高1億円以上の「要注意先」および「要
管理先」の対象お取引先企業のうち、37先／与信額165億
円（うち宮城県内のお取引先は37先／与信額165億円）が
上位区分にランクアップしました。

資産健全化に向けた取組み

健全経営の追求
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法令等遵守（コンプライアンス）

経営環境の変化

七十七銀行の統合的リスク管理態勢

金融技術の発展

金融サービスの多様化金融市場のボーダレス化

金融行政の変革

信用リスク管理
信用供与先の

財務状況悪化への対応
信用リスク
管理方針

市場リスク管理
金利、為替、株式等
市場の変動への対応

決済リスク管理
取引後に決済が不能となった

場合への対応

決済リスクにかかる
緊急時対応プラン流動性リスク管理方針

流動性リスク管理
資金繰りへの対応

市場取引が不能となった
場合への対応

オペレーショナル・
リスク管理

業務の過程等が不適切であることや
外生的な事象による損失への対応統合的リスク管理

リスクを総体的に捉え
自己資本と比較・対照する
自己管理型のリスク管理
統合的リスク管理方針

市場リスク
管理方針 オペレーショナル・

リスク管理方針

事務リスク管理方針

事務リスク管理
事務堅確化への対応
事故・不正の防止

法務リスク管理方針

法務リスク管理
法令等遵守状況等への対応

人的リスク管理方針

人的リスク管理
人事労務上の問題等への対応

有形資産リスク管理方針

有形資産リスク管理
有形資産の毀損への対応

風評リスク管理方針

風評リスク管理
市場や顧客の間における
事実と異なる風評への対応

アウトソーシングに伴うリスク管理方針

システムリスク管理方針
（セキュリティポリシー）

システムリスク管理
システム障害への対応・

不正使用の防止

アウトソーシングに
伴うリスク管理

外部の業務委託先の事務ミス・
システムトラブル等への対応

災害等偶発事態発生による
リスク管理方針

災害等偶発事態発生
によるリスク管理

災害等偶発事態発生への対応

リスク管理態勢

近年、金融機関を取り巻く経営環境が大きく変化し、金融
機関はこれまでとは比較できないほど様々なリスクにさらさ
れるようになりました。こうしたなか、金融機関には、従来
以上にリスクを正確に把握、分析し、適切に管理することが
求められております。

当行は、経営の健全性を高める観点から、直面するリスクに
関して、リスクの種類毎に評価したものを総体的に捉え、自己
資本と比較・対照することによって、自己管理型のリスク管理
を行う統合的リスク管理態勢を構築するとともに、リスク計量

技術の高度化等のリスク管理方法の向上を図っております。
統合的リスク管理の具体的枠組みとしては、「リスク資本管

理」を行っております。「リスク資本管理」とは、リスクの種
類毎にリスクの許容度であるリスク資本予算を部門（国内業
務部門、資金証券部門等）に配賦したうえで、各部門のリス
ク量が配賦額の範囲内に収まっていることをモニタリングす
る管理方法であります。また、リスク資本管理は、リスクテ
イクに見合った期待された収益が確保されているかのモニタ
リングにも活用しております。

統合的リスク管理態勢の強化

健全経営の追求
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オペレーショナル・リスクの総合的な管理

本部・営業店・グループ会社

自己資本管理

統合的リスク管理

資産監査 内部監査

七十七銀行のリスク管理およびコンプライアンス担当部署

リスク統轄部

監 査 部

アウトソーシング
に伴うリスク管理

法令等遵守
（コンプライアンス）

統合的リスク管理はリスク統轄部が行うほか、各種リスク
については、リスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク、
決済リスクおよびオペレーショナル・リスクに分類し、それ
ぞれの担当部が管理しております。信用リスク、市場リスク、
流動性リスクをリスク統轄部、決済リスクをリスク統轄部と
市場国際部、また、オペレーショナル・リスクの総合的管理
はリスク統轄部が行い、オペレーショナル・リスクのうち事
務リスクは事務管理部、システムリスクはシステム部、法務
リスクはコンプライアンス統轄部、人的リスクは人事部、有
形資産リスクは総務部、風評リスクはリスク統轄部、アウト

ソーシングに伴うリスクは事務管理部およびシステム部、災
害等偶発事態発生によるリスクは総務部、事務管理部および
システム部がそれぞれ管理しております。

また、内部監査・資産監査部署として、監査部が営業推進
部署・リスク管理部署から独立し、内部管理態勢（法令等遵
守態勢、顧客保護等管理態勢、経営管理態勢、リスク管理態勢）
の検証を中心とした総合監査と不正事故防止を主な目的とし
た現物等検査とに区分し、営業店、本部およびグループ会社
を監査しております。さらに、内部管理態勢を一層強固なも
のとするために、監査法人による外部監査を導入しております。
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リスク管理部署と役割

健全経営の追求



「信用リスク」とは、信用供与先の財務状況の悪化等により、
資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。

貸出金の運用にあたっては、厳正な審査基準に基づく審査
を行うとともに、貸出債権の日常管理徹底のためのシステム
開発や事務手続の厳正化等により、信用リスク管理の強化に
努めております。また、行員に対しては、融資実務の研修を
きめ細かく実施しているほか、審査部による営業店指導を通
じ実践的な与信管理の指導を行うなど、融資審査能力の一層
の向上を図っております。

また、信用リスク管理の基本方針である「信用リスク管理
方針」を定め、資産の健全性確保のための基本的スタンスな
らびに信用リスクの評価、モニタリング、コントロール等の
管理の実施について明確化しております。さらに、信用リス
クを客観的に把握し、信用リスク管理の高度化を図る観点か
ら、信用供与先に対する「信用格付制度」を活用しております。

「市場リスク」とは、金利・価格・為替等市場の変動によっ
て保有資産の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。

当行では、市場取引方針を年度毎に決定しており、ポジショ
ン枠等の設定など一定のリスクテイクを行いながら、安定的
な収益を上げることを基本的スタンスとしております。

組織面では、当行全体の市場リスク管理部署としてリスク
統轄部を置き、また市場取引における相互牽制を図るため、
取引執行部門の資金証券部と事務処理部門の市場国際部を分
離するとともに、資金証券部内にリスク統轄部員を駐在させ、
市場リスクの状況を管理しております。

管理態勢面では、リスクの状況について、資金証券部が日
次で担当役員に報告する一方で、リスク統轄部からも日次で
担当役員に報告しております。さらにリスク統轄部は、月次
で市場取引を含めた資産・負債全体のリスクの状況について、
ALM委員会に報告しております。

また、市場リスク管理の基本方針として、「市場リスク管理
方針」を定め、さらにリスク管理の運営および手法等につい

て「市場リスク管理規定」を定めるなど、厳正な管理に努め
ております。

「流動性リスク」とは、銀行に対する信用力低下から、所要
資金が確保できず、資金繰りがつかなくなること、調達コスト
が著しく上昇すること等により、損失を被るリスクをいいます。

当行では、資金繰り管理部署として市場国際部が当行全体
の日々の資金繰りを管理しており、また、流動性リスク管理
部署としてリスク統轄部が資金繰り管理部署の統轄、および
当行全体の流動性リスクの把握を行うなど、両部署間の牽制
機能を十分発揮できる態勢を整備しております。

資金繰り管理では、日次または月次の資金繰り見通しを作
成するとともに、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資
金の期日集中の確認などに努め、リスク管理では預金・貸出
金計画の実績との乖離状況や資金ギャップ分析などの管理を
行い、それらの状況をALM委員会に報告しております。

また、流動性リスク管理の基本方針として「流動性リスク
管理方針」を定め、さらに、リスク管理の運営方法等につい
て「流動性リスク管理規定」を、不測の事態への対応につい
て「流動性危機対応プラン」を定めるなど様々なケースに対
応できるよう万全を期しております。

「決済リスク」とは、取引を約定した後、何らかの事情によ
り決済が行われないことから損失を被るリスクをいいます。

組織面では、決済リスクの統轄部署としてリスク統轄部を、
管理部署として市場国際部を置き、決済リスクへの対応を行っ
ております。

また、「決済リスクにかかる緊急時対応プラン」を制定し、
決済リスクが顕在化した場合の行内報告態勢や、日銀ネット
決済、手形交換決済、外為円決済、全銀為替決済といった決
済毎に策定したリスクシナリオ毎の対応策を整備しており万
全を期しております。
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信用リスク管理

市場リスク管理

流動性リスク管理

決済リスク管理

◆信用格付制度
「信用格付制度」では、財務状況に対する定量的評価と経営

環境などに対する定性的評価等をもとに取引先毎に信用リスク
を管理する個別与信管理と、小口の事業性与信や消費性与信の
信用リスクを集合的に管理するリテール管理を行っておりま
す。
「信用格付制度」はポートフォリオ管理など信用リスク管理

の基盤となるとともに、取引先の信用状態変化の把握や融資判
断の迅速化・効率化に活用されております。

◆ALM委員会
ALM委員会は、先行きの金利を予測し、金利変動に伴うリス

クを回避するとともに、安定的収益を確保するための資産・負
債戦略を総合的に検討することを目的としております。各種リ
スク管理手法を用いて、銀行全体の市場リスク量を把握すると
ともに、主要勘定の実績、資金調達と運用の見込み等を分析し、
市場リスク・流動性リスクの対応策の検討を行っております。
これらALM委員会の審議結果は、役員部長連絡会に報告してお
ります。

健全経営の追求
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「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の
活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事
象により損失を被るリスクをいいます。

当行では、「オペレーショナル・リスク」を損失の発生原因
などから8つのリスク（「事務リスク」、「システムリスク」、「法
務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」、「風評リスク」、「ア
ウトソーシングに伴うリスク」、「災害等偶発事態発生によるリ
スク」）に分類し、それぞれの担当部が管理しており、また、
各オペレーショナル・リスクを総合的に管理するため、その基
本方針として「オペレーショナル・リスク管理方針」を定める
とともに、リスク統轄部をオペレーショナル・リスクの総合的
な管理部署と位置付け、適切な管理を行っております。

「事務リスク」とは、役職員が正確な事務を怠ったり、事故・
不正等を起こすことにより、損失を被るリスクをいいます。

当行は事務リスクへの対応として、事務管理体制、監査体
制の充実強化に努めております。また、事務リスク管理の基
本方針として「事務リスク管理方針」を定め、適切な事務リ
スクの管理を行っております。

事務管理面では、正確・迅速な事務処理体制の向上を図る
ため、事務管理部による臨店指導の実施、研修会の開催など
を行っております。

また、監査部による総合監査についても、内部監査機能の
充実・強化を図り、事務処理状況の点検にとどまらず、事務
リスクを含めたリスク管理態勢を総合的に監査しております。

「システムリスク」とは、業務を行うために利用しているシ
ステムの取扱いに関連し、システムの障害・不正使用等によ
り、損失を被るリスクをいいます。

当行は、コンピュータシステムの安定稼働をシステムリス
ク管理上の最重要課題と考え、その基本方針として「システ
ムリスク管理方針」を定め、安全性と信頼性の確保に向けた
取組みを行っております。

電算センター（泉センター）には、「3次元免震床」を採用し、
また、オフサイトバックアップシステムを確保するなど天災・
人災等に備えた万全のセキュリティシステムを構築し、安全
性の確保に努めております。

さらに、システム・データ保護に関する規定等を整備し、
全役職員に対し周知徹底するとともに、その遵守状況につい
ては監査部が定期的に監査を実施しております。

特に個人データについては、個人情報の保護に関する法律
の基本理念に従いつつ、「個人データ管理基準」を制定し、適
正な管理を行っております。

このようにハード・ソフト両面からコンピュータシステム
の信頼性をさらに向上させるべく努めております。

「アウトソーシングに伴うリスク」とは、委託先の日常的管
理下で業務が行われるアウトソーシングにおいて、委託した
業務に対して、事務ミスやシステムトラブル等が発生し、損
失を被るリスクをいいます。

当行では、リスクの発生源が当行から委託先に振替わるな
どのアウトソーシングの特性を踏まえ、管理の基本方針とし
て「アウトソーシングに伴うリスク管理方針」を定め、さら
に具体的管理方法について、「アウトソーシングに伴うリスク
管理規定」を定めて適正なリスク管理を行っております。特
に個人データの取扱いを委託する場合は、「個人データ管理基
準」に基づき適正な管理を行っております。

アウトソーシング開始にあたっては、チェックリストによ
る評価に基づき、リスク管理部署である事務管理部またはシ
ステム部と協議のうえ委託先を選定し、権利義務関係、機密
保持等を明示した業務委託契約を締結しております。また、
委託後においても、定期的に委託先の安全性・信頼性等につ
いてもモニタリングを実施しております。

また、万が一事務ミスやシステムトラブル等が発生した場
合の影響を最小限に抑えるために、代替手段の確保や緊急時
対応策の策定など万全を期しております。

「法務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」、「風評リ
スク」、「災害等偶発事態発生によるリスク」につきましても、
リスク管理の基本方針を定めるとともに、適切な管理を行っ
ております。

「法務リスク」とは、法令等の遵守状況が十分でないことによ
り損失を被るリスク、取引の法律関係に不備・不確実な部分が
あることによって損失を被るリスクをいいます。「人的リスク」
とは、人事労務上の問題等に起因して損失を被るリスクをいい
ます。「有形資産リスク」とは、災害や資産管理の瑕疵等の結果、
有形資産の毀損により損失を被るリスクをいいます。「風評リス
ク」とは、市場や顧客の間における事実と異なる風評によって
損失を被るリスクをいいます。「災害等偶発事態発生によるリス
ク」とは、災害等偶発事態発生により業務に支障をきたし、損
失を被るリスクをいいます。

オペレーショナル・リスク管理

事務リスク管理

アウトソーシングに伴うリスク管理

システムリスク管理 その他のオペレーショナル・リスク管理

健全経営の追求
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社会的責任への対応
当行は、地域社会の持続的な発展のために、良き企業市民としてリーダーシップを発揮し、常に責任ある行動を
とるよう努めており、それが当行にとっての「社会的責任」であると認識しております。

昭和36年に経営の基本理念として制定し、現在も行動の規範として役職員に浸透している「行是」では、「自己の利益と公共の利
益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する」旨を謳っており、また「奉仕の精神の高揚」を第一に掲げて、地域社会の繁栄の
ために奉仕する姿勢を説いております。

当行は、こうした基本理念のもと、地域社会の持続的な発展のためにリーダーシップを発揮して、社会的責任を果たし地域社会と
共生する企業となることを目指しております。

具体的には、地域経済の発展に寄与するために、地域への円滑な資金供給とお客さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供を
行っております。また、地域経済の活性化のために、企業活動のサポートや各種情報の提供を行っております。さらに、良き企業市
民としての観点から、社会貢献活動も継続的に行っております。

当行は、「行是」の理念を全うするために、地域社会への貢献を積極的に行い、その内容を地域の皆さまに十分ご理解いただける
よう今後とも努力してまいります。

（注）当行にとっての「地域」とは、当行の主要な営業基盤である「宮城県」を念頭においております。

当行は、法令等遵守に関する取組姿勢を明確化し、その実効性を確保するため、「法令等遵守方針」を制定しております。また、
役職員が法令等遵守を重視し、業務の適法な運営を確保するため、「法令等遵守にかかるガイドライン（遵守基準）」を制定し、法
令等遵守に関する具体的な指針（基本指針）と行動基準を明示しております。

行動の規範としての「行是」

銀行の使命は、信用秩序の維持と預金者保護の精神を旨とし、自らの創意と責任において資金の吸収と信用
の創造を行ない、もって国民経済の発展に寄与することである。この公共的使命に基づき、当行は地方銀行と
して、自己の利益と公共の利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する。

以上の理念に立脚し、ここに当行に職を奉ずるもののよるべき軌範を定める。

一．奉仕の精神の高揚
銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。

一．信用の向上
銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。

一．和協の精神の涵養
和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養につとめる。

行  是

法令等遵守（コンプライアンス）の体制

［ 基本指針 ］
１．透明かつ健全な経営に徹し、もって信用秩序と円滑な金融の維持に最大限の意を払います。
２．法令や企業倫理を遵守し、公正で誠実な行動を徹底します。
３．社会の秩序や安寧に脅威を与えるものに対しては確固たる信念をもって対処します。
４．地域からお客様から広く社会から信頼を得られる金融サービスを提供し、「良き企業市民」として銀行
と地域の共存に努めます。

５．自由闊達な職場の気風の醸成に努め、健全な職場づくりを推進します。

法令等遵守にかかるガイドライン（遵守基準）

社会的責任への対応



当行が金融機関としての社会的責任と公共的使命のもと真に地域やお客さまおよび広く社会から信頼されるためには、法令や企
業倫理の遵守の徹底が最も重要であると考えております。当行では、法令等遵守体制確立のため、平成10年に統轄部署として法務
室を新設し、その後の組織改正を経て、現在はコンプライアンス統轄部法務課が法令等遵守の統轄部署になっております。

法令等遵守体制として、最高責任者に頭取、統轄者にコンプライアンス統轄部長、統轄コンプライアンス・オフィサーに法務課長、
各部店にはコンプライアンス・オフィサー等を配置し、遵守状況の日常点検を行うとともに、違反行為の未然防止、法令等遵守意
識の醸成および法令等の周知徹底に努めております。

また、法令等遵守体制の一層の整備・強化を目的に、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しているほか、コンプ
ライアンス委員会の下部機関としてコンプライアンス部会を、また、部店内にはコンプライアンス推進委員会を設置しております。
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［ 行動基準 ］
１．わたしたちは、法令・定款・就業規則・行内規定を遵守しその職責を果たします。
２．わたしたちは、お客様に対して不公正な取引を強要しません。
３．わたしたちは、お客様や銀行の秘密情報、公表に至らない重要情報を他に漏らしません。
４．わたしたちは、法令や行内規定で定められた報告を怠ったり虚偽の報告をしません。
５．わたしたちは、銀行の公共性と高い社会的責任を自覚しその職務に専念します。
６．わたしたちは、権限を超えまたは権限を逸脱した指示命令には従いません。
７．わたしたちは、銀行の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしません。
８．わたしたちは、法令や行内規定に反してお客様に便宜を図りません。
９．わたしたちは、職務やその地位を利用して不当な利益を図りません。
10．わたしたちは、お客様や他の役員および行員から正当な理由なしに借財またはその斡旋をしません。
11．わたしたちは、職務に関連し社会的相当性を欠く接待や贈答を行いません。
12．わたしたちは、職場の秩序維持に努めます。

法令等遵守（コンプライアンス）に関する行内組織

法令等遵守（コンプライアンス）の体制

コンプライアンス統轄部

監 査 部

子 会 社 等

監査役（監査役会）

コンプライアンス委員会
（委員長：頭取）

コンプライアンス部会
（部会長：コンプライアンス統轄部長）

当行全体のコンプライアンスに
ついて業務監査を実施

法令遵守統轄者（コンプライアンス統轄部長）
統轄コンプライアンス・オフィサー（法務課長）
（苦情、反社会的勢力）

法令遵守監視者（主任監査員）
 （不正事故、内部監査）

（各部・母店）
コンプライアンス・オフィサー

（その他）
法令遵守連絡担当者

法令遵守統轄者

総 合 企 画 部 （危機管理、情報開示）

人 事 部 （綱紀・服務規律維持）

総 務 部 （株主総会、交通事故）

事 務 管 理 部 （事務事故、出納事故、
 情報資産関連事故）

本 部 ・ 営 業 店

コンプライアンス
推 進 委 員 会
（委員長：部店長）

取
締
役
会

（
各
取
締
役
）

頭         

取

法
令
遵
守

担
当
役
員

＝

〔主な役割〕
各社内におけるコンプライアンス
に係わる教育・点検・監視等

（法令等遵守に係わる統轄）

（注）コンプライアンス・オフィサーおよび法令遵守連絡担当者は、コンプライアンスに係わる職務については、
上位職位者の指示によらず、独立性を確保して遂行する。

社会的責任への対応



当行では、お客さまに金融商品やサービスを勧誘する際の基本方針を示した「勧誘方針」を策定し、役職員に遵守するよう徹底
しております。「勧誘方針」は、営業店ロビー・キャッシュサービスコーナーに掲示しているほか、当行ホームページにも掲載して
おります。

当行では、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するため、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」を制定し、
役職員に遵守するよう徹底するとともに、当行ホームページにも掲載しております。

金融機関は業務の性格上、インサイダー情報等経営上の機密情報や未公表情報だけでなく、お客さまの取引情報や個人情報など、
適切に保護しなければならない重要な情報を多く有しております。また、お客さまの決済にかかる業務や経営管理・顧客管理にか
かる業務、さらに個人データを取扱う情報システムにも万全を期す必要があります。このような観点から、当行では、情報資産（情
報および情報システム）を適切に保護するための基本方針として「セキュリティポリシー」を制定し、遵守しております。特に個
人情報については、個人情報保護法の基本理念に従いつつ、「プライバシーポリシー」を制定し遵守しております。

また、具体的な管理方法を定めた「セキュリティスタンダード」および「個人データ管理基準」において、情報資産管理のため
の組織およびその役割、管理体制、法令遵守、教育・周知、違反行為への対応について規定するとともに、重要度に応じた情報資
産の分類と管理基準、情報資産へのアクセス管理、ネットワークの管理、外部委託管理などを規定しております。
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わたしたちは、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するため、以下のとおり、「反社会的勢
力への対応にかかる基本方針」を定めます。

１．	わたしたちは、反社会的勢力排除に向けた社会的責任および反社会的勢力による苦情・相談を装った圧

力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行います。

２．	わたしたちは、反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として対応し、断固として拒絶します。

３．	わたしたちは、反社会的勢力に対しては、資金提供および不適切・異例な便宜供与は行いません。

４．	わたしたちは、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より外

部専門機関との連携強化を図ります。
注）外部専門機関とは、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等、反社会的勢力への対応を専門に行う機関をいいます。

５．	わたしたちは、反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等、不当要求があった場合には、法的対抗

措置を講じる等、断固たる態度で対応を行います。

反社会的勢力への対応にかかる基本方針

情報資産の保護

「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」の遵守

「勧誘方針」の遵守

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘に当たっては次の勧誘方針を遵守いたします。

■	お客様の金融商品に関する知識、購入経験、財産の状況および購入目的などに応じ、適切な商品をお勧め
いたします。

■	お客様に商品内容やリスクなどの重要な事項を正しくご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。	
■	断定的な判断や事実でない情報を提供するなどお客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
■	お客様にとってご迷惑となるような時間帯、場所および方法での勧誘は行いません。
■	お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、研修などを充実し商品知識の習得に努めます。

〈勧誘方針〉

社会的責任への対応
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株式会社七十七銀行（以下「当行」といいます。）は、お客様個人を識別できる「個人情報」を適切に保護することの
重要性に鑑み、その利用、保護および保有するデータベース等に含まれる個人情報（以下「個人データ」といいます。）
の安全管理にかかる基本方針として、本プライバシーポリシーを定めます。

【 基本理念 】
1．法令等の遵守
（1）	当行は、「個人情報の保護に関する法律」、「同法律施行令」、金融庁が定める「金融分野における個人情報保護に

関するガイドライン」等、関係法令ならびに指針等を遵守します。
（2）	本プライバシーポリシーを当行役職員（パート、派遣社員等を含みます。）に周知徹底するとともに、内容および

取組みについて継続的な改善に努めます。
2．個人情報の取得・利用
（1）当行は、業務上必要な範囲内で適正かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得します。
（2）	法令等により定められた場合を除き、お客様の同意を得ることなく、公表する利用目的の範囲を超えて個人情報

を利用しません。
（3）	人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報については、適

切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のためには、取得・利用しません。
3．個人データの第三者への提供
当行は、お客様の同意を得ている場合および法令により例外として扱われる場合を除いて、お客様にかかる個人デー
タを第三者に提供しません。

4．個人データの管理
（1）	当行は、お客様にかかる個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、個人データの紛失、破壊、

改ざん及び漏洩等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。
（2）個人データの取扱いを委託する先においても同様の安全管理措置が講じられるよう、適切に監督します。
5．お客様本人への保有個人データの開示等
（1）	お客様からご自身に関する保有個人データ（当行が開示・訂正等の権限を有する等一定の要件を満たすものとし

て「個人情報の保護に関する法律」に定義される個人データ）の開示および利用目的の通知のご請求があった場
合は、当行所定の手続に従い、特別な理由のない限り開示等を行います。

（2）	保有個人データの訂正、利用停止、消去等のご請求に関しては、その理由等をお伺いした上で、同じく当行所定
の手続に従い、必要な対応を行います。

6．お客様からのご意見・ご要望への取組み
当行は、個人情報の取扱いに関するお客様からのご意見・ご要望への取組み体制を整備し、適切かつ迅速な対応に努
めます。

【 個人情報の利用目的ならびに保有個人データの開示請求等にかかる手続等の公表 】
当行では、お客様からご提示いただく個人情報の利用目的ならびに保有個人データの開示等の請求にかかる手続等につ
いて、あらかじめお客様のご理解を得られるよう、当行ホームページに掲載するとともに、窓口でも冊子により配付しま
す。本プライバシーポリシーと併せてご覧いただきますようお願いします。
また、利用目的については、当行本支店に掲示・備付けするポスター、チラシでもお知らせします。

【 個人情報の取扱いに関するご質問ならびにご意見・ご要望の受付先 】
◦個人情報の取扱い、開示請求等に関するご質問については、最寄りの当行本支店窓口までお申し出下さい。
◦当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望については、以下の受付先までお申し出下さい。
七十七銀行 お客様サポート課
〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 Tel：022-267-1111（代表）
電子メール：当行ホームページ（http://www.77bank.co.jp/）より

プライバシーポリシー

社会的責任への対応



当行の営業基盤である宮城県は、美しく豊かな自然に恵まれています。こうした恵
まれた環境を維持し、さらに豊かなものにするために、私たち地域金融機関にも資源
循環型社会への転換の一翼を担い、地域と共生していくことが求められております。

当行は、地域環境を保護するために、さまざまな取組みを行っております。大量に
使用する伝票や印刷物についての再生紙利用、処分文書のリサイクル処理（平成19
年度の処理実績：434トン）、冷暖房の温度調節など、日常的な環境負荷の逓減にも
留意しております。

また、平成20年6月より「社会貢献活動支援ローン」・「社会貢献活動支援私募債」
の取扱いを開始し、環境事業に取組む企業に対する更なる金融の円滑化を図っている
ほか、平成19年7月から9月には、地球温暖化防止「国民運動」や「仙台・みやぎクールビズ宣言2007」に賛同し、電力使用量
の削減による二酸化炭素排出削減に一層の貢献を行うため、「夏の軽装勤務（クールビズ）」を実施しました。投資信託販売商品へ
の環境ファンド組入れなど、環境に配慮した金融商品も提供しております。さらに、「小さな親切」運動のクリーンキャンペーンを
通じて地域内の清掃活動にも力を入れております。

偽造・盗難キャッシュカード等による預金の不正引出し被害が増加し、社会問題化していることから、当行ではキャッシュカード
取引にかかるセキュリティ強化に積極的に取組んでおります。お客さまの大切なご預金をお守りするため、1日あたりの払戻限度額
を200万円に設定するとともに、その範囲内でお客さまが任意に払戻限度額を設定できるサービスを行っております。また、安心
してATMをご利用いただけるよう、さまざまな犯罪防止対策も実施しております。

・ATMによる暗証番号変更の実施（平成13年1月〜）
・ATM画面への覗き見防止フィルターの装着（平成16年5月〜）
・ATMの1日あたりの払戻限度額の設定（平成17年3月〜）
・ATMの1日あたりの払戻限度額の任意設定（平成17年4月〜）
・お客さまのご希望による総合口座貸越のATMでの利用停止（平成17年11月〜）
・ICキャッシュカードおよび生体認証機能の導入（平成18年8月〜）
・ATMでのお取引の都度、暗証番号を入力するテンキーの配列を自動的に変更する機能の導入（平成18年8月〜）
・類推されやすい暗証番号を使用されているお客さまへの、ATM画面上での注意喚起メッセージ表示（平成18年8月〜）

当行では、お客さまからのキャッシュカード紛失・盗難等の事故の届出を24時間受付する体制を整備しております。
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キャッシュカードを利用する取引にかかるセキュリティ強化への取組み

事故受付体制の充実

平日

24時間
365日受付（※）

8：45～17：00 最寄りの当行本支店

七十七銀行事故受付センター
〈フリーダイヤル〉0120-77-1099土・日・祝日 銀行休業日

受付時間帯 連絡先

※但し、月～木曜日および日曜日の22：00～翌朝7：10、金～土曜日および祝日前営業日の22：00～翌朝8：30については、
上記フリーダイヤルで「カード紛失共同受付センター」にて受付させていただきます。

これまで実施したキャッシュカードにかかる犯罪防止対策

環境保護への取組み

社会的責任への対応
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当行の主要営業基盤である宮城県は、東北地方南東部に位置し、首都圏と東北地方を結ぶ交通の要衝となっています。また、平成
元年に全国11番目の政令指定都市に移行した県都仙台市には、行政機関をはじめ全国の主要企業の支社・支店が集積しており、東
北地方の中枢都市となっています。

人口や県内総生産、小売業販売額などの主要経済指標における宮城県の都道府県別順位は15位前後、全国シェアは概ね2％弱と
なっています。また、宮城県では、県内外および国内外を結ぶ交通輸送網など、産業基盤の整備が進展しているほか、自動車関連
企業等の進出が相次ぐなど、新たな産業集積の形成が進展しています。

宮城県の現状

当行は、宮城県のリーディングバンクとして、明治11年の創業以来永きにわたり地域と共に歩んでまいりました。
今後とも、皆さまのご支援のもと信頼にお応えできるよう努力してまいります。

地域と共に
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金融・保険業

不動産業

運輸・通信業

サービス業

政府サービス生産者他

合計

宮城県 全国

1.9

15.4

6.4

2.4

15.2

4.7

14.2

8.9

20.8

10.1

100.0

1.2

20.9

5.6

2.6

14.0

7.1

12.8

6.9

21.7

7.2

100.0

宮城県人口の推移 主要経済指標

項目

道路

鉄道

港湾

空港

内容

東北縦貫自動車道、三陸縦貫自動車道、仙台東部道路および仙台南部道
路などの高速道路網が整備されています。また、現在、仙台北部道路も全
線開通に向けて建設が進められています。

東北新幹線や東北本線、常磐線などにより、県内外を結ぶ広範な鉄道網が
整備されています。また、仙台市営地下鉄南北線に続く2本目の地下鉄と
なる東西線の整備事業が平成27年度開業を目指し進められているなど、
交通インフラのさらなる拡充が期待されています。

東北地方唯一の特定重要港湾である仙台塩釜港は、5つの国際コンテナ
定期航路や5万トンクラスのコンテナ船が入港可能なコンテナターミナ
ルを有しており、貨物取扱量のさらなる増加が見込まれています。

仙台市中心部と仙台空港を結ぶ仙台空港アクセス鉄道が、平成19年3
月に開業しました。これにより仙台空港は、東北地方の空の玄関口として、
その利便性がより一層向上するものと期待されています。

資料：総務省「国勢調査報告」

経済

産業
産業基盤産業活動別名目総生産構成比

地域と共に
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（単位：％）

信託 6.7
都銀等
11.0

地銀 5.0

当行
52.1

第二地銀
10.6

信金
9.0

その他
5.6

（注）ゆうちょ銀行、農漁協は含まれておりません。（平成20年3月末）

（単位：％）

当行
42.4

都銀等
16.9

信託 2.4

地銀
10.0

その他
8.2信金

7.9

第二地銀
12.2

（注）農漁協は含まれておりません。（平成20年3月末）

平成16年3月末と比較して、宮城県内金融機関の預金は3.1％増加、貸出金は4.4％増加しました。

当行は、地域社会・経済の発展に貢献するため、地域の皆さまのニーズに対応した金融商品・サービスを迅速・的確に提供して
いくことが、地域金融機関の使命であると考えております。こうして皆さまのご支持を得た結果、県内預金・貸出金の当行シェアは、
全国でもトップクラスとなっております。

宮城県内金融機関の預金・貸出金推移

宮城県の預金・貸出金シェア

資料：宮城県銀行協会 ほか

0

40,000

60,000

80,000

100,000

預金 貸出金 （単位：億円）

平成19年
3月末

平成20年
3月末

平成18年
3月末

平成17年
3月末

平成16年
3月末

82,28983,106

55,288

83,03282,488

55,064

85,073

57,51156,79755,719

（注） 預金はゆうちょ銀行・
農漁協、貸出金は農漁
協が含まれておりませ
ん。

資料：宮城県銀行協会 ほか

宮城県内貸出金シェア宮城県内預金シェア

地域と共に
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県内景気の持ち直しの動きが鈍化するなか、当行では地域
のお客さまに対する資金供給に努めた結果、宮城県内貸出金
は前年比121億円増加しました。

当行はお客さまからお預りした預金のうち約22％、貸出金
残高の約36％を中小企業向けにご融資しています。また、宮
城県内に限れば、貸出金の約37％が中小企業向けとなってお
ります。

宮城県内には、従業者数が300人未満の事業所が約10万5
千先

※
ありますが、当行の宮城県内中小企業向け貸出先数が約

1万4千先であることを勘案しますと、およそ宮城県内中小企
業の7社に1社の割合で貸出を行っていることになります。
※総務省「事業所・企業統計調査報告」（平成18年10月1日現在）

地域へのご融資等の状況

（単位：億円）

10,000

5,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0
平成19年
3月末

平成20年
3月末

7,062

8,900

8,432

24,394

平成18年
3月末

7,057

9,659

7,557

24,273

個人向け中小企業向け その他

6,871

10,212

6,780

23,863

宮城県内向け貸出金残高

平成18年
3月末

11,867

37.9

39.8

12,414

40.3

（単位：億円、%）

0 0
平成19年
3月末

平成20年
3月末

中小企業向け貸出金比率
県内中小企業向け貸出金比率

中小企業向け貸出金残高
県内中小企業向け貸出金残高

11,315

8,900

35.8

36.5

35

40

45

50

7,000

9,000

11,000

13,000

9,659
10,21242.8

中小企業向け貸出金残高、中小企業向け貸出金比率

当行は、地域への円滑な資金供給と利用者の皆さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供のため、利用者の皆さまからお預
かりした預金等を、以下のように運用しています。

宮城県内向け貸出金の状況 中小企業向け貸出金の状況

お
客
さ
ま

預金・譲渡性
預金残高

5兆718億円
うち宮城県内
4兆5,931億円
（90.6％）

預り資産※
5,491億円
うち宮城県内
5,116億円
（93.2％）

株主の皆さま
純資産の部
3,413億円

七
十
七
銀
行

貸出金残高
3兆1,625億円
うち宮城県内
2兆4,394億円
（77.1％）

有価証券残高
2兆595億円

個人の
お客さま

地方公共
団体ほか

法人の
お客さま 法人の

お客さま

個人の
お客さま

地方
公共団体

お
客
さ
ま

中小企業
支援

地域貢献

創業・新事業
育成

個人向け
貸出

地域経済
活性化

※「預り資産」は、外貨預金を除き当行の運用資産ではありません。

地域と共に



当行は、宮城県信用保証協会と連携し、同協会保証付貸出
を推進しており、当行の同協会保証付貸出取扱残高のシェア
は、約48％となっております。

また、地方公共団体の制度融資も積極的に推進しております。

26

当行はお客さまからお預りした預金のうち、約15％を個人
向けにご融資していますが、その約96％が宮城県内向けと
なっております。また宮城県内にお住まいの約5万2千人の方
に当行住宅ローンをご利用いただいており、宮城県内の持ち
家世帯数が52万1千世帯

※
であることから、当行は宮城県内

の持ち家世帯の約10世帯に1世帯の割合で貸出を行っている
ことになります。
※総務省「国勢調査」（平成17年10月1日現在）

当行では、「銀行保証付私募債」、「中小企業特定社債保証制
度に基づく私募債（県信保付私募債）」、「物上担保付私募債」
の受託および引受を行っております。当行がその元利金支払
を全額保証する「銀行保証付私募債」では、期日一括償還型
のほか、定時償還型も取扱い、お取引先企業の資金調達ニー
ズに幅広くお応えしております。

個人向け貸出金の状況

社債受託の状況

（単位：億円）

8,000

6,000

5,000

7,000

0
平成18年
3月末

平成19年
3月末

6,316

7,057

7,326

住宅ローン残高
県内住宅ローン残高

個人向け貸出金残高
県内個人向け貸出金残高

6,117

6,048

6,871

7,132

5,858

6,376

7,062

7,331

6,177

平成20年
3月末

個人向け貸出・住宅ローン残高の推移
1,625

1,662

47.7

1,564

47.1 47.5

平成18年
3月末

（単位：億円、%）

0 0
平成19年
3月末

平成20年
3月末

40

60

80

100

1,200

1,400

1,600

1,800

当行残高 当行の貸出比率

平成18年
3月末

（単位：億円、%）

0 0
平成19年
3月末

平成20年
3月末

40

60

80

100

700

900

1,100

1,300

1,074

47.9

968

46.7

1,182

48.8

当行残高 当行の貸出比率

平成18年
3月末

（単位：億円）

0
平成19年
3月末

平成20年
3月末

50

100

150

200

142

133

124

118

143

131

社債の受託残高
県内の社債の受託残高

宮城県信用保証協会保証付貸出金残高と当行が占める割合

地方公共団体制度融資の取扱残高と当行が占める割合

社債の受託残高の推移

宮城県信用保証協会保証付貸出、
地方公共団体制度融資への取組状況

地域と共に
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当行では、お取引先の
皆さまの新たなビジネス
機会を創出するビジネス
マッチングに積極的に取
組んでおります。

平成19年6月、宮城県
と共催で「みやぎビジネ
ス商談会」、地銀11行共催で「全国地銀合同商談会in上海」
を開催したほか、11月には地銀8行と連携し「地方銀行フー
ドセレクション2007」を東京で、平成20年1月には宮城県、
山形県、山形銀行等と連携し、「おいしい山形・食材王国みや
ぎビジネス商談会」を開催しました。

当行では、企業活力を十分に発揮できていないお取引先企
業の事業再生に向けた支援ならびに経営改善支援を行うため、

「企業支援室」を設置しております。
事業再生が必要と判断されるお取引先企業に対しては、最

適な再生手法の選定から実行までのきめ細かな支援活動を行
います。また、財務内容に課題を抱えるお取引先企業に対し
ては、経営改善計画の策定支援やコンサルティングの実施な
どのサポート活動を行っております。

「経営相談センター」では、地元企業の皆さまから法律・経
営・財務・税務に関する相談をいつでも無料で受付しており
ます。また、毎週特定日には専門家による無料相談も行って
おります。

中国経済の中心的な役
割を担っている上海市に
上海駐在員事務所を設置
し、地域の企業の皆さま
のさまざまなニーズに対
応し、きめ細かいサポー
トを行っております。

この他にも、海外ミッションの派遣、セミナーの開催、情
報誌「ワールドクォータリー 77」の発行等を通じて、海外
取引のサポートを行っております。

当行では、地域金融機関として地元中小企業を育成する観
点から創業（ベンチャー）企業等に対し、以下のような融資
制度の取扱いや投資事業を行っております。

当行は、産学の連携を通じた地域の発展と地域経済の活性
化に資することを目的とし、国立大学法人東北大学と連携協
力に関する協定を締結しています。

平成20年4月には連携協力の推進および当行の創業130周
年にかかる周年事業の一環として地域の経済金融に関する教
育研究をテーマとした寄附講座を開設しました。

今後についても、相互の専門能力および人材等を活かし、
大学の研究成果の事業化や地域企業への情報提供および技術
協力、産学連携を担う人材の育成等を通じて、地域における
産学連携の一層の推進に貢献してまいります。

地域経済活性化への取組状況

創業企業等への投融資の状況 ビジネスマッチング

産学連携への取組み

企業支援室によるサポート

海外取引等のサポート

経営相談

◆「77ニュービジネス支援資金」
ご融資金額1億円以内で、新技術の開発や新分野への進出等

における研究開発資金、事業展開資金としてご利用いただけま
す。また、産業クラスター計画関連等の補助金や委託費の交付
決定先企業を対象に「つなぎ資金」の取扱いも行っております。

◆宮城県等の各種制度融資
宮城県の創業育成資金、仙台市の新事業創出支援融資制度等

の創業企業向け各種制度融資を積極的に活用しております。

◆ベンチャー育成ファンド
「あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合」
みやぎ産業振興機構のほか、当行をはじめ宮城県内大手企業

など13団体が5億4,000万円を出資し、宮城県内の産業振興、
雇用対策を目的に、宮城県を中心とした東北6県等に本社を置
く企業に投資することとしております。

◆産学官連携ベンチャーファンド
「東北インキュベーション投資事業有限責任組合」
当行をはじめ、宮城県、仙台市ほか12団体が31億8,000万

円を出資し、東北地域における新規事業の創出や中小企業等の
成長支援を目的に投資することとしております。

◆ベンチャー企業等投資ファンド
「東北グロース投資事業有限責任組合」
平成18年8月に設立された投資事業組合で、当行をはじめ東

北経済連合会ほか20団体が35億8,000万円を出資し、東北地
域におけるベンチャー企業および第二創業を行う既存企業の成
長支援を目的に投資することとしております。

地域と共に
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宮城県の産業振興と経済発展への貢献を目的として、「財団
法人七十七ビジネス振興財団」を設立しております。同財団
では、評価の高い商品・サービス、優れた技術力・経営手法
をお持ちの企業を対象とした「七十七ビジネス大賞」と、新
規性や独創性のある技術やノウハウ等により積極的な事業展
開を行っている企業および新規事業活動を志している起業家
を対象とした「七十七ニュービジネス助成金」の表彰事業を
行っております。また、講演会やセミナーの開催のほか、情
報誌の発行などを行っております。

当行は、七十七ビジネス振興財団を通じ、今後とも地域の
発展のお役に立ちたいと考えております。

当行は、指定金融機関として、あるいは預金・貸出金のお
取引や地方債の引受け・販売を通じて、宮城県内それぞれの
地方公共団体と密接な関係を築いており、地域金融の担い手
としての公共的使命を果たすとともに、地域の皆さまのより
豊かな暮らしの実現に向けて尽力しております。

宮城県および県内36市町村のうち、指定金融機関と指定代
理金融機関を合わせて35団体から受託しており、公金の収納
や支払等の事務を行うなど広く県内の皆さまにご利用いただ
いております。

豊かで住みよい街づくりのために、地方公共団体に対し、
円滑な資金供給に努めており、道路や病院、学校等の整備事
業や福祉の向上など、地域社会の発展に積極的に協力してお
ります。

財政負担の軽減と公共サービスの質の向上を図るため、宮
城県や県内市町村においてPFIによる公共事業の実施検討が増
加しており、県内では既に7つの案件が事業を開始していま
す。当行はそのうち5件について融資金融機関として参加し
ており、うち2件については事業者のメイン行としてアレン
ジャー兼エージェント業務を行っています。平成19年度は新
仙台市天文台整備・運営事業について、融資金融機関、コ・
アレンジャーとして参加したほか、仙台市の学校給食センター
建設案件では融資金融機関、アレンジャー兼エージェントと
して参加しています。

当行は、今後もPFI案件に取組む宮城県内地方公共団体や参
加を希望する地元企業に対して、ノウハウの提供と積極的な
支援を行ってまいります。

七十七ビジネス振興財団

［ 取組実績 ］
◦仙台市／余熱利用施設建設案件
（融資金融機関、アレンジャー兼エージェント）

◦仙台市／学校給食センター建設案件
（融資金融機関、アレンジャー兼エージェント）

◦東北大学／寄宿舎建設案件（融資金融機関）
◦石巻地区広域行政事務組合／消防本部庁舎移転案件
（融資金融機関、コ・アレンジャー）

◦仙台市／天文台施設建設案件
（融資金融機関、コ・アレンジャー）

■ 第10回七十七ビジネス大賞受賞企業
 ◦株式会社ウジエスーパー
 ◦弘進ゴム株式会社
 ◦株式会社北洲

■ 第10回七十七ニュービジネス助成金受賞企業
 ◦株式会社松栄工機
 ◦株式会社髙橋工業
 ◦株式会社ミウラセンサー研究所

（登米市）
（仙台市若林区）
（黒川郡富谷町）

（大崎市）
（気仙沼市）
（仙台市泉区）

地方公共団体とのお取引の状況

指定金融機関業務の受託

地方公共団体向け資金供給の状況

平成20年3月末 34 5,745 36 2,479

取引地方公共団体数 残高 取引地方公共団体数 残高

（参考）預金・譲渡性預金貸出金

（注）特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。

宮城県地方公共団体との取引状況 （単位：先、億円）

共同発行市場公募地方債発行総額

共同発行市場公募地方債の引受状況
（平成19年度、単位：億円）

宮城県内地方公共団体発行
市場公募地方債の引受状況

（平成19年度、単位：億円）

うち宮城県・
仙台市調達分 うち当行引受額うち当行引受額

市場公募地方債発行総額

12,140 760 12250 78

PFI 事業への取組み

※住民参加型を含みます。

地域と共に
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当行は、営業店140カ店、キャッシュサービス（CS）コー
ナー 376カ所のネットワークを有しており、そのうち、宮城
県内には営業店125カ店、キャッシュサービスコーナー
360カ所のネットワークを有しております。

当行ではこのほかにもさまざまなチャネルをご用意し、地
域の皆さまの利便性向上に努めております。
※平成20年6月30日現在

お客さまの利便性を高め、多くの皆さまに当行の金融商品・
サービスをご利用いただくため、平成19年7月には黒川郡富
谷町に相談プラザを併設した明石台支店を、平成20年4月に
は名取市にローンセンター
を併設した杜せきのした支
店を設置しました。当行で
は、お客さまにより便利に
ご利用いただけるよう、今
後も店舗の設置を進めてま
いります。

「相談プラザ」では、定期預金や投資信託等の預り資産等お
客さまの多様な資金運用ニーズから、住宅ローンをはじめと
した各種ローンまで、さまざまなニーズにお応えしております。

平成19年7月には、新設した明石台支店に「明石台相談プ
ラザ」を開設しました。「明石台相談プラザ」はプライバシー
に配慮した相談ブースをご用意し、平日お忙しいお客さまで
もゆっくりと時間をかけてご相談いただけるように年中無休

（12月31日から翌年の1月3日までを除きます）で営業する
など、きめ細やかなサービスの提供に努めております。

当行では県内各地にローンセンターを設置しています。ロー
ンセンターでは、専門のスタッフが常駐し、個人のお客さま
のお借入に関するご相談、お申込みに迅速に対応しお客さま
の利便性向上を図っております。

平成20年4月には、杜せきのした支店内に県内第8カ所目
となる「杜せきのしたローンセンター」を設置しました。

仙台市と山形市を中心と
する「仙山圏」交流の拡大
を踏まえ、当行と山形銀行
両行のお客さまの利便性向
上を図るため、平成20年3
月より一部の時間帯を除き
相互のATMを自行と同じ条
件でご利用いただけるサービス「MYキャッシュポイント」を
実施しました。

当行では、今後ともお客さまにより便利にご利用いただけ
るようATMサービスの拡充を検討してまいります。

当行は、セブン銀行とATM利用提携を行っており、七十七
銀行のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、宮城県をは
じめ全国12,388カ所（平成20年3月末）のセブンイレブン
等に設置したセブン銀行のATMをご利用いただけます。

地域の利用者の皆さまの利便性向上に向けた取組み

店舗ネットワーク・チャネルの充実

主な開設先

「仙台駅前相談プラザ」（仙台駅前支店内）

「エアリ相談プラザ」
（ 「イオンモール名取エアリ」内）

「明石台相談プラザ」（明石台支店内）

営業時間

平  日：午前9時～午後7時

年中無休（ただし12月31日～
1月3日までを除く。）
平  日：午前9時～午後5時
土・日・祝日：
   午前10時～午後5時

年中無休：
午前10時～午後10時

店舗の新設

相談プラザの設置

ローンセンターの増設

開設先

本店ローンセンター

長町ローンセンター
泉ローンセンター
仙台東口ローンセンター
古川ローンセンター
岩沼ローンセンター
石巻ローンセンター

杜せきのしたローンセンター

営業日

平日：午前9時～午後3時
土曜・日曜：午前9時～午後4時30分
（ただし12月31日～1月3日、5月3日～5日は除く。）

平日・土曜・日曜：午前9時～午後4時30分
（ただし12月31日～1月3日、5月3日～5日は除く。）

年中無休：午前9時～午後4時30分
（ただし12月31日～1月3日、5月3日～5日は除く。）

平日：午前9時～午後3時
日曜：午前9時～午後4時30分
（ただし12月31日～1月3日、5月3日～5日は除く。）

（平成20年6月30日現在）

注．本店、仙台東口、古川、岩沼、石巻の各ローンセンターへの土曜日・日曜日のご来店に
つきましては、事前に予約が必要となりますので、ご了承ください。

コンビニATM

杜せきのした支店 山形銀行とのATM相互利用サービス
「MYキャッシュポイント」実施

地域と共に
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お役に立つ情報の提供

◆講演会・セミナーの開催
政治・経済をテーマに、著名な講師をお招きし、講演会を開

催しております。また、地元企業の皆さまのご要望に応じて、
当行行員講師によるセミナーや研修会等も開催しております。
さらに、企業の経営戦略に役立つ情報の提供を目的とした

「七十七経営戦略セミナー」や、海外情報提供の充実を図る目
的で「中国セミナー」を開催しております。

◆「調査月報」（年12回発行）
宮城県内の経済・景気動向を調査・分析しております。

◆「県内企業動向調査」（年4回実施）
宮城県内約1,000社の企業を対象に、県内の景況感等の把握

を目的としたアンケート調査を実施し、分析結果を公表してお
ります。

◆「相談実務」（平成19年度 9回発行）
税務、法務等に関する情報提供誌を発行しております。

※このほかにもさまざまな情報をタイムリーに提供しております

◆テレフォンバンキング
電話による残高・入出金照会、振替、振込、新規口座の開設、

定期預金作成・解約予約等が可能で、お取引時間は平日の午前9
時から午後7時までです。自動音声対応とオペレーター対応が
あります。

◆インターネットバンキング
残高・入出金照会、振替、振込、定期預金作成・解約予約、

投資信託取引、税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペイジー）」
が24時間（一部サービスを除きます。）いつでもご利用いただ
けます。

◆モバイルバンキング
「ｉモード」、「EZweb」、「Yahoo! ケータイ」対応の携帯電話

でご利用いただけるサービスです。残高・入出金照会、振替、
振込、税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペイジー）」が24
時間（一部サービスを除きます。）いつでもご利用いただけます。

◆77ローンサービス
窓口にご来店いただくことなく、当行ホームページで24時間

いつでも各種個人ローンのお申込み（仮審査申込）が可能です。
平成19年11月からは住宅ローンについてもお申込みいただけ
るようになりました。
※ご融資契約の際にはご来店が必要です。

当行は、預金・譲渡性預金の9割以上を、宮城県内のお客さ
まからお預りしております。特に預金については、金融機関の
健全性が重要視されるなか、個人のお客さまをはじめ地域のお
客さまから高いご支持をいただいており、宮城県内預金シェア
は約52％となっております。

お客さまの資産運用ニーズの多様化に伴い、当行の投資信
託・個人年金保険等の預り資産は、順調に増加しております。

お客さまの多様なニーズにお応えして、店舗に来店せずに
直接ご利用いただけるよう、ダイレクトチャネルを充実させ
てきました。

預金・預り資産の状況
宮城県内預金の状況

個人預り資産の状況
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公共債
外貨預金
個人年金保険等

投資信託

5,491

4,430

5,116

4,122

93.2

93.0

0

ダイレクトチャネル
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当行の口座で給与を受取る宮城県内の皆さまは、県内従業
者数の6割を超え、年金を受取る皆さまは、県内65才以上人
口の約5割となっています。当行は地域の多くの皆さまから
家計のメインバンクとしてご利用いただいております。

より一層のサービスの改善に対する取組みを進めるため、
お客さまが日頃感じている事柄についてアンケート調査を実
施するとともに、お客さまから頂戴した多数のご意見・ご要
望を踏まえ、よりお客さまのお役に立つ銀行を目指し、サー
ビス向上に取組んでおります。

宮城県では宮城県沖を震源とする地震の発生による被害が
懸念されており、地震発生による被害を最小限に抑え、安定
的な生活や事業の継続を確保することが地域の皆さまの重大
な関心事となっております。当行では、こうした地域の皆さ
まのニーズにお応えするサービスの提供に努めております。

お客さまの中長期的な、資産運用ニーズにお応えするため、
30種類のファンドに加え、募集期間限定のファンドも随時販
売するなどさまざまな投資信託商品をご用意しています。ま
た、個人のお客さまのライフプランに応じて月々一定金額の
購入が可能な「〈七十七〉積立投信」も販売しています。

平成19年12月からは、個人のお客さまを対象として、
「〈七十七〉インターネット投信」のサービスを開始しました。
お客さまのパソコンから、インターネットを通じて、いつで
もどこでも取引を行え、お申込手数料も窓口での買付に比べ
て割引されるなど、大変便利で好評です。

お客さまの将来の資金を準備するための貯蓄機能と、万一
の場合の死亡保障機能を併せ持つ個人年金保険、一生涯を通
じた死亡保障を目的とした一時払終身保険をご用意しており
ます。変額個人年金保険9商品、定額個人年金保険3商品、外
貨建個人年金保険1商品、一時払終身保険4商品等を販売して
おります

※
。

※平成20年6月30日現在

お客さまに公的年金のしくみや相談手続・遺言作成に関す
る情報をご提供するために、社会保険労務士による年金セミ
ナー、税理士等による相続セミナーを開催しています。

また、金融資産の運用に関する情報をご提供するために、
当行のマネーアドバイザーや外部講師による資産運用セミ
ナー、投資信託セミナーを開催しています。お客さまのご要
望にお応えしながら、宮城県内各地で実施し、休日の開催も
行っております。平成19年度はのべ約4,000人のお客さま
に参加いただきました。

高齢化社会の進展を背景とした相続に関する相談ニーズの
高まりにお応えするため、経営相談センター内に無料の専用
電話「七十七『相続』相談ホットライン」を設置し、個人の
お客さまへの一層のサービス提供と利便性の向上を図ってお
ります。相談は、経営相談センターのスタッフが承るほか、
弁護士、税理士等の専門家へのお取次ぎもいたします。

決済サービスのご利用状況

利用者満足度アンケートの実施と活用

資産運用ニーズ多様化への対応
投資信託販売業務

生命保険窓口販売業務

年金セミナー・相続セミナーおよび
資産運用セミナーの開催

相続関連業務

給与振込・年金振込のご利用状況

フリーダイヤル：0120-7838-77（受付時間：平日9:00〜 17:00）

0
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（単位：千人） （単位：千人）

231

当行の宮城県内給与振込利用者数
宮城県内従業者数

当行の宮城県内年金振込利用者数
宮城県内65才以上人口

資料：総務省「事業所・企業統計調査報告」
（平成18年10月1日現在）

資料：総務省「住民基本台帳人口要覧」
（平成19年3月31日現在）

給与振込利用者 年金振込利用者（平成20年3月末） （平成20年3月末）
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宮城県沖地震の発生に備えて

◆耐震リフォーム融資・緊急災害融資の取扱い
当行では、耐震リフォーム融資や、各種緊急災害融資を取扱

うなど、地域の皆さまの地震への備えを支援するとともに、災
害発生時の支援にも積極的に取り組んでおります。

地域と共に
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地域社会への各種支援活動の状況

当行では、以下の「基本方針」に基づき、社会貢献活動を実施しております。地域と共に歩む銀行として、平成19年度もさまざ
まな活動を行ってまいりました。

地域社会の一員として地域社会との交流を深めるとともに、文化・教育振興支援、社会福祉活動等の社会貢
献の継続的な活動を通じ、地域との共栄、地域奉仕を実施していく。

〈基本方針〉

「七十七愛の募金会」は、当行がこれまで地域社会から受け
てきたご支援への感謝の意を表すため、平成6年に、社会福
祉事業・施設等への寄付を目的として当行の役職員により設
立されました。

平成19年度は、社会福祉施設10団体とボランティアグルー
プ14団体に総額340万円の寄付を行いました。

当行は、「小さな親切」運動宮城県本部の設立以来、32年
にわたりその活動の事務局を務めており、企画・運営に携わっ
ております。平成19年度は、地域内の清掃活動を通じて社会
的モラルの向上をPRする「クリーンキャンペーン」への参加
や、ボランティア活動として老人福祉施設の慰問などを行い
ました。また、車椅子の寄贈や当運動のシンボルフラワーで
あるコスモスの種子の寄贈等も行いました。

当行は、交通安全運動の推進とその支援・協力を行う「七十 
七交通安全協力会」を組織しております。

同協力会では、交通安全意識高揚の一助となるよう、昭和
44年から毎年、宮城県内
の新入学児童全員に「交
通安全下敷」を寄贈して
おります。平成20年度も
宮城県内全小学校を通じ、
約2万2千枚を贈呈いたし
ました。

社会福祉への貢献
七十七愛の募金会

「小さな親切」運動

仙台の冬の風物詩として定着した「SENDAI 光のページェ
ント」の参加企画として、平成3年より、「七十七スターライ
トシンフォニー」を開催しております。毎回、オーケストラ
の演奏をバックに著名なアーチストが出演しており、平成19
年12月は、「渡辺真知子 with 稲垣潤一スペシャルナイト 演
奏：仙台フィルハーモニー管弦楽団」と題し、皆さまにお楽
しみいただきました。

当日は、一般応募者の中から抽選で1,600名の地域の皆さ
まをご招待したほか、約30名の交通遺児とそのご家族の方々
もお招きしました。また広く社会福祉に役立てていただけるよ
う会場ロビーにおいてチャリティ募金を行いました。

当行は、地域における演劇、コンサートなどの公演や絵画
などの展覧会に協賛し、地域の文化振興に貢献しております。

七十七交通安全協力会

「交通安全下敷」オモテ側 ウラ側

公演、展覧会等への協賛

スターライトシンフォニーの開催
文化活動の後援

地域と共に
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「七十七ふれあいコンサート」は、当行の文化・教育振興支
援の一環として、地域の小・中学生の皆さまにクラシック音
楽の生演奏に接する機会を提供することを目的に、平成4年
度から継続して開催しているコンサートです。

平成19年度は、東松島市の小中学生約700名をご招待い
たしました。

七十七銀行金融資料館は、平
成10年、当行の創業120周年
を記念して、地域の皆さまの永
年にわたるご愛顧に感謝し開設
したもので、お金の歴史と役割、
銀行の誕生と発展、宮城県や日
本の産業経済についてわかりやすく紹介している資料館です。
平日の午前9時から午後3時まで開館しております。

また、当行ホームページでもご覧いただくことが出来ます。

ふれあいコンサートの開催

宮城県では、仙台七夕まつりや仙台青葉まつり、どんと祭
のほか県内各地のお祭りなど、さまざまな地域行事が開催さ
れています。

平成19年度は、仙台青葉まつりなど5つのお祭りに約300
名の役職員が参加しました。さらに各営業店では、営業地域
内のお祭りへの参加や七夕飾りの出展、所属商工会を通じた
お祭りへの参画など地域の皆さまとの交流を図っております。

また、当行は、仙台七夕まつり、仙台青葉まつり、SENDAI
光のページェントなど地域の各種行事への協賛を行っており
ます。

当行では、地域との交流を図るため、営業店のロビーを開
放してお客さまの写真展や絵画展を開催したり、地域のさま
ざまな活動を紹介しております。

平成19年度は、延べ7カ店でロビー展を開催いたしました。

当行は、地域内の大学等教育機関の記念事業等への協賛を
通じて学術・教育振興を図っております。平成19年度は、東
北大学へ当行の創業130周年を記念した寄附講座の開設に向
けた寄付金の寄贈を行いました。

地域との交流
地域行事への参加・協賛

学術振興への支援

ロビー展の開催

金融資料館

地域と共に
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役職員が組織している運動部は、記録会や技術指導教室の
開催など、地域の小中学生や高校生に直接指導を行うことで、
地域との交流を図るとともに、スポーツ技術の向上に寄与し
ています。

硬式野球部
平成19年7月、当行富谷グラウンドに仙台市内のリトル

リーグ3チームの小学生約70名を招いて野球教室を開催した
ほか、平成20年1月には、山形県の高校生約100名に対して
技術指導を実施しました。

陸上競技部
平成19年6月、宮城県内の中高生や一般の選手を中心とし

た「七十七銀行陸上競技記録会チャレンジ2007」を開催し
ました。また、平成19年12月には仙南地区の高校生約150
名に対し技術指導を実施しました。

バドミントン部
毎週火曜・木曜日に仙台市内体育館にてジュニア指導を実

施しているほか、平成19年7月には、仙台市内の小中学生約
100名を対象に仙台ジュニアバドミントンアカデミー実行委
員会が主催したバドミントン講習会に講師として参加しまし
た。

当行は、地域社会への貢献の一環として、地域スポーツへ
さまざまな協賛を行っています。

仙台国際ハーフマラソン、
市民マラソンin仙台への協賛

当行は、仙台市で開催される「市民マラソンin仙台」、「仙
台国際ハーフマラソン」の両大会に協賛しています。スタッ
フジャケットやゼッケンを提供しているほか、交通規制看板
の設置などに協力しています。

地元プロスポーツチームを通じたスポーツ振興
当行は、サッカー Jリーグ／ベガルタ仙台と、プロ野球パ

シフィックリーグ／東北楽天ゴールデンイーグルス、および
バスケットボールbjリーグ／仙台89ERSのオフィシャルスポ
ンサーとして地元チームの活動を応援し、地域のスポーツ振
興に貢献しています。

また、平成20年3月、より多くのお客さまに地元プロスポー
ツに親しんでいただくため、各チームのキャラクターをデザ
インしたICキャッシュカードの発行を開始しました。

当行運動部の主な戦績は以下のとおりです。

スポーツの振興
地域スポーツへの協賛

小中高生に対する技術指導等

企業スポーツとしての大会参加

硬式野球部
◦第39回 JABA東北大会 優勝
◦第78回 都市対抗野球大会出場  
◦第34回 社会人野球日本選手権大会出場 ほか  

陸上競技部
◦第91回 日本陸上競技選手権大会 男子やり投げ 第2位
◦第62回 国民体育大会

女子400メートル 第5位・男子やり投げ 第2位
ほか

バドミントン部
◦第50回 全日本社会人選手権大会 女子ダブルス 第3位
◦第62回 国民体育大会 成年女子 ベスト8位
◦第61回 全日本総合バドミントン選手権大会

混合ダブルス 第3位
◦バドミントン日本リーグ2007 第7位

ほか

地域と共に
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平成20年4月〜5月、当行の創業130周年の感謝をこめて、
個人のお客さま向けに定期預金の金利優遇および特別贈答品
を提供する「地元プロスポーツチーム応援キャンペーン」を
実施しました。

平成20年4月、地域経済の発展と人材育成に資する教育研
究を通じて、地域社会への貢献を図るため、地域の経済金融
に関する教育研究をテーマとした寄附講座を開設しました。

金銭に対する健全な価値観を養成する金融教育およびもの
づくりへの関心を涵養する情操教育を行うことを通じて、地
域への社会貢献を推進する観点から、平成20年7月から8月
にかけて「〈七十七〉キッズサマースクール」と題し、地域の
小学生を対象とした「金融教室」、「ものづくり教室」を開催
しました。

平成20年7月、地域への社会貢献活動の一環として、日本
赤十字社に対し大型の移動採血車を寄贈しました。また、こ
れに合わせ、広く行員を対象とした企業献血を実施しています。

お取引先企業の社会貢献活動に対する積極的な支援を通じ、
地域社会への貢献を図るため、平成20年6月より環境保護関連
活動や育児支援関連活動、およびBCP（Business Continuity 
Plan：事業継続計画）関連活動に取組まれているお取引先企
業に対し、ご融資利率や手数料を優遇する「七十七社会貢献
活動支援ローン」および「社会貢献活動支援私募債」の取扱
いを開始しました。

「M&Aフォーラム」は主催者であるM&Aフォーラムが、地
方における産業再生・活性化や企業の事業承継の有力な手段
として注目されているM&Aを、地域の皆さまにより理解して
いただくため全国各地で開催しているもので、平成20年7月、
東北では初めて仙台で開催されました。当行では、創業130
周年記念事業の一環として、当行が協賛する「M&Aフォーラ
ムIN仙台」に200名のお客さまを無料で招待いたしました。

東北大学への寄附講座の開設

「M&AフォーラムIN仙台」に
200名のお客さまを無料でご招待

子供向け金融教室等の開催

当行は、平成20年12月9日に創業130周年を迎えます。これもひとえに、お客さま、地域の皆さま、株主の皆さ
まのあたたかいご支援、ご愛顧の賜物と役職員一同深く感謝しております。
当行では皆さまへの感謝をこめて、以下の取組みのほか、さまざまな「創業130周年事業」を実施してまいります。

創業130周年

「地元プロスポーツチーム
応援キャンペーン」の実施

移動採血車の寄贈等による
血液事業への協力

社会貢献活動を支援する
融資商品の取扱い開始

［ 寄附講座の概要 ］
開設部局：国立大学法人東北大学大学院経済学研究科
講座名称：地域経済金融論（七十七銀行）寄附講座
期 間：平成20年4月1日〜平成22年3月31日
大学院授業：「地域経済論」「地域金融論」を開設

そのほか、周年事業の詳細は、当行ホームページをご覧ください。

http://www.77bank.co.jp/

※ロゴマークは、当行のイメージカラーを基
調に、創業130周年の「130」と、当行
の目指す銀行像「地域と共に歩み、地域と
共に発展する『ベストクォリティバンク』」
から、「ベストクォリティ（BQ）」をモチー
フとし、永年のお客さまへの感謝の気持ち
と、これからも「ベストクォリティ（BQ）」
を目指す当行の方針を表しております。

創業130周年
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当行の役員

専務取締役［代表取締役］
うじ いえ ひこてる

氏 家 照 彦
取締役副頭取［代表取締役］

かま た ひろし

鎌 田 宏
取締役頭取［代表取締役］

永 山 勝 教
なが やま よし あき

（平成20年6月30日現在）

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］丹 野 雅 也
たん まさ なりの

常務取締役

常務取締役

常務取締役

常務取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

常勤監査役

常勤監査役

監査役

監査役

監査役

鈴 木 勇
すず いさむき

堀 田 賢 一
ほっ けん いちた

長 谷 昌 武
は まさ たけせ

小野寺 壽 雄
お の でら とし お

中 村 健
なか むら けん

杉 田 正 博
すぎ た まさ ひろ

千 葉 眞 弘
ち ば まさ ひろ

北 浦 聡
きた うら さとし

さ とう

佐 藤 令 一
れい いち

長 尾 公 嗣
なが お きみ つぐ

山 田 正 行
やま だ まさ ゆき

おお うち

大 内 栄 治
えい じ

ふじ しろ

藤 代 哲 也
てつ や

神 部 光 崇
かん べ みつ たか

小 島 昌
お まさ くにじま

田 村 秀 春
た ひで はるむら

石 崎 敏 夫
いし とし おざき

東 京 支 店 長

リスク統轄部長

営業統轄部長

監 査 部 長

卸 町 支 店 長

古 川 支 店 長

本店営業部長

資金証券部長

石 巻 支 店 長

当行の役員
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当行のあゆみ

昭和33年10月に東二番丁広瀬通東北角に新設され
た本店（昭和52年9月まで使用）

明治36年8月に芭蕉の辻東北角に新設された本店
（昭和4年8月まで使用）

明 治
11年12月
15年	 7月

26年	 5月

31年	 3月

36年	 8月

43年	 6月

昭 和
		4年	 8月
  7年	 1月

33年10月

39年12月

47年10月

48年	 4月

48年	 8月

49年	 9月

51年11月

52年	 9月

53年10月

53年12月

55年10月

58年	 1月

58年	 4月

60年10月

63年	 4月

63年10月

平 成
		2年11月
		3年	 5月

		6年	 4月

		7年	 7月

		8年10月

		9年10月

10年	 4月

10年12月

10年12月

11年	 3月

13年	 4月

14年10月

17年	 4月

17年	 4月

17年	 7月

18年11月

第七十七国立銀行として仙台市大町一丁目にて営業開始
東京支店開設

宮城貯蓄銀行設立（大正10年11月、普通銀行に転換し、五城銀行と改称）

株式会社七十七銀行に改組

本店を仙台市大町四丁目（芭蕉の辻東北角）に新築移転

株式会社東北実業銀行創立

本店を仙台市大町四丁目（芭蕉の辻西南角）に移転
七十七銀行・東北実業銀行・五城銀行の3行が合併（新立 株式会社七十七銀行）

本店を仙台市東二番丁（広瀬通角）に新築移転

外国為替業務取扱開始

株式を東京証券取引所市場第2部、札幌証券取引所市場に上場

第１次預金オンライン稼働

上場株式、東京証券取引所市場第1部に指定替え

事務センターを仙台市木町通二丁目に新築移転

第2次預金オンライン稼働

本店を仙台市中央三丁目に新築移転（現本店）

総合オンラインシステム稼働

創業百周年式典挙行 資本金120億円に増資

地銀ＣＤ全国ネットサービス開始

第2次総合オンラインシステム稼働

公共債窓口販売開始

ロンドン駐在員事務所開設

ニューヨーク駐在員事務所開設

資本金222億円に増資

ニューヨーク支店開設
第3次総合オンラインシステム稼働

信託代理業務取扱開始

サンデーバンキング拡大

泉センター（新電算センター）竣工

新電算システム稼働

「財団法人七十七ビジネス振興財団」設立

投資信託窓口販売開始

金融資料館の開館

ニューヨーク支店、ロンドン駐在員事務所廃止

損害保険窓口販売開始

生命保険窓口販売開始

中期経営計画スタート

証券仲介業務取扱開始

上海駐在員事務所開設

青森法人営業所設置 

38 当行のあゆみ



七十七銀行グループの状況

七
十
七
銀
行

銀行の従属業務
を専ら営む
連結子会社3社

本店ほか支店133、
出張所7

金融関連業務
を専ら営む
連結子会社4社

（平成20年6月30日現在）銀行およびその子会社等の主要な事業の内容と組織の構成
七十七銀行グループは、銀行業務を中心に、リース業務・クレジットカード業務などの金融サービスを提供しております。組織の構成
は以下のとおりです。

20百万円

30百万円

30百万円

100百万円

30百万円

20百万円

64百万円

昭和55. 1.14

昭和62. 3. 3

昭和63.10. 1

昭和49.11.25

昭和53.10. 2

昭和57. 1.29

昭和58. 2.22

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号
☎022-723-3677（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号
☎022-261-3137（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号
☎022-723-3684（代）

仙台市青葉区中央二丁目8番16号
☎022-262-4341（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号
☎022-723-3685（代）

仙台市泉区明通二丁目10番1
☎022-377-8872（代）

仙台市宮城野区榴岡二丁目4番22号
☎022-298-1877（代）

会社名 所在地・電話番号 設立年月日 資本金

七十七ビジネスサービス株式会社

七十七スタッフサービス株式会社

七十七事務代行株式会社

七十七リース株式会社

七十七信用保証株式会社

七十七コンピューターサービス株式会社

株式会社七十七カード

※七十七コンピューターサービス株式会社および株式会社七十七カードについては、上記のほか、緊密な関係にある者がそれぞれ45.00％、45.45％の議決権を有しているため、連結子会社とし
ております。

連結子会社の概況
当行議決権比率 連結子会社議決権比率

100.00％

100.00％

100.00％

5.88％

5.00％

5.00％

6.06％

─

─

─

52.94％

45.90％

45.00％

28.28％

39七十七銀行グループの状況



組織図

企画課
主計課
広報・関連事業課
法務課
お客様サポート課
リスク統轄課
信用リスク管理課
営業企画課
支店統轄課
法人営業課
法人渉外課
法人営業所
個人営業課
個人融資課
住宅公庫課
ローンセンター
公務課
審査課
管理課
企業支援室
証券課
市場営業課
証券営業課

国際業務課
証券事務課
市場事務課
海外駐在員事務所
人事課
人事業務課
研修課
調査課
経営相談センター
総務課
用度課
管財課
事務企画課
事務指導課
事務集中課
出納課
システム企画課
システム開発課

検査課
資産監査課

秘書室

総合企画部

コンプライアンス統轄部

リスク統轄部

営業統轄部

法人営業部

個人営業部

公務部

審査部

資金証券部

市場国際部

人事部

調査部

総務部

事務管理部

システム部

東京事務所

内部統制委員会

ALM委員会

諸委員会

監査部

営業課
融資課
外国為替課
業務第一課
業務第二課
業務第三課
公金課
総務課

営業グループ

融資グループ

業務グループ

出 張 所

本店営業部

国内支店

﹇
本

部
﹈
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会

長

頭

取

副
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常
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（平成20年7月1日現在）
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盛岡

日本橋

相馬
原町
四倉
平
小名浜

名古屋

大阪

札幌

秋田

山形

福島
郡山

［宮城県外］

東京

宮城県

宮城県

■仙台市

名取西●

●白石

●角田

●岩沼

●（仙台空港出張所）

●（エアリ出張所）

●増田

●閖上

●蔵王

●大河原

●
村田

●船岡
●槻木

●川崎

●丸森

● 亘理

● 山下

松島
●

●
利府

明石台●
富谷●

●吉岡

●
小野田

●

中新田 小牛田

●岩出山

●鹿島台

●一迫

●佐沼
●米谷

●
登米

女川●
●

若柳●

●築館

●鳴子

●
岩ヶ崎

●
涌谷

●田尻

●

志津川●

気仙沼●
内脇●

●
（松山出張所）

●杜せきのした

●高砂

●多賀城

●下馬

●七ヶ浜

矢本

60ヵ店（うち出張所3ヵ所） 4ヵ店

9ヵ店

■塩釜市

［宮城県］

■石巻市南古川●
古川●

古川十日町●

●（鳴瀬出張所）
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7※平成20年7月4日に岩沼西支店（岩沼市）を開設しています。

店舗ネットワーク

店舗網

宮城県内市町村数 うち当行店舗数有 本支店数 出張所数（含む特別出張所）店舗数合計 店舗外CSコーナー ATM設置台数

宮城県内

市

（うち仙台市）

町

村

宮城県外

東京都内

その他道府県

合計

36

13

22

1

36市町村

31

13

18

−−−

31市町

125

104

（60）

21

−−−

15

2

13

140ヵ店

118

97

（57）

21

−−−

15

2

13

133ヵ店

7

7

 （3）

−−−

−−−

−−−

−−−

−−−

7ヵ店

236

202

 （119）

34

−−−

3

−−−

3

239ヵ所

887

764

（494）

123

−−−

29

3

26

916台
（注）1.その他道府県支店所在地／札幌市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、いわき市（3ヵ店）、名古屋市、大阪市

2.名古屋支店、大阪支店の2ヵ店を除く全ての店舗にCSコーナーを併設しております。
（平成20年6月30日現在）
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宮城県

【店舗外CSコーナー】

本店営業部 
〒980-8777 青葉区中央3-3-20
TEL（022）267-1111

JR仙台出張所 
〒980-0022 青葉区五橋1-1-1 
［東日本旅客鉄道（株）仙台支社ビル内］
TEL（022）222-9808

南町通支店 
〒980-0021 青葉区中央3-5-7
TEL（022）221-4101

名掛丁支店 
〒980-0021 青葉区中央1-7-5
TEL（022）224-0161

仙台駅前支店 
〒980-0021 青葉区中央1-10-1［ヒューモスファイヴ内］
TEL（022）221-1681

新伝馬町支店 
〒980-0021 青葉区中央2-4-1 
TEL（022）221-5511

芭蕉の辻支店 
〒980-0804 青葉区大町1-1-30［新仙台ビル内］
TEL（022）222-7731

一番町支店 
〒980-0811 青葉区一番町4-10-20 
TEL（022）222-1721

県庁支店
〒980-0014 青葉区本町3-8-1［宮城県庁舎内］
TEL（022）223-3454

仙台市役所支店
〒980-8671 青葉区国分町3-7-1［仙台市庁舎内］
TEL（022）223-2111

二日町支店 
〒980-0802 青葉区二日町7-15
TEL（022）222-4156

大学病院前支店 
〒980-0824 青葉区支倉町4-29
TEL（022）224-1577

八幡町支店 
〒980-0871 青葉区八幡4-1-5
TEL（022）273-3411

国見支店 
〒981-0943 青葉区国見2-9-8 
TEL（022）275-5188

北仙台支店 
〒981-0914 青葉区堤通雨宮町12-20
TEL（022）234-1311

上杉支店 
〒980-0011 青葉区上杉5-3-36［第三勝山ビル内］
TEL（022）211-7221

宮町支店 
〒980-0004 青葉区宮町2-1-56
TEL（022）225-8331

小松島支店 
〒981-0905 青葉区小松島3-5-16 
TEL（022）234-6281

旭ヶ丘支店 
〒981-0904 青葉区旭ヶ丘3-26-23
TEL（022）273-2121

東勝山支店 
〒981-0923 青葉区東勝山3-12-28
TEL（022）271-3501

荒巻支店 
〒981-0965 青葉区荒巻神明町25-3
TEL（022）233-0186

中山支店 
〒981-0952 青葉区中山4-23-28
TEL（022）279-7011

吉成支店 
〒989 3205 青葉区吉成1-17-1 
TEL（022）279-8444

宮城町支店 
〒989 3125 青葉区下愛子字観音46-3
TEL（022）392-6567

仙台駅 

仙台駅第二 

仙台駅第三 

エスパル 

地下鉄仙台駅 

アエル 

花京院スクエア 

電力ビル 

藤崎 

三越仙台店 

さくら野仙台店 

EBEANS 

一四一ビル 

仙台フォーラス 

長崎屋台原店 

荒巻セントラルプラザ 

ヨークベニマル南吉成店 

CO-OP桜ヶ丘店 

CO-OP国見ヶ丘店 

CO-OP愛子店 

勝山ボウリングクラブ 

仙台第一生命タワービル

住生中央ビル

中山四丁目 

仙台CATV

エムズ北仙台 

大学病院

大学病院第二

仙台厚生病院

仙台社会保険病院

宮城県立こども病院

東北学院大学

東北福祉大学

東北大学青葉山

東北大学工学部

東北大学川内

宮城学院

宮城県庁

仙台市役所 

青葉区役所

仙台市宮城総合支所

宮城県仙台合同庁舎

仙台合同庁舎

宮城県自治会館

宮城県警察本部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

仙台東口支店 
〒983-0852 宮城野区榴岡2-4-22［仙台東口ビル内］
TEL（022）293-7741

榴岡支店 
〒983-0852 宮城野区榴岡5-1-35［ロイメント仙台ビル内］
TEL（022）296-1411

仙台原町支店 
〒983-0841 宮城野区原町2-3-50
TEL（022）256-3131

宮城野支店 
〒983-0045 宮城野区宮城野2-12-17
TEL（022）256-8441

卸町支店 
〒983-0043 宮城野区萩野町3-9-1
TEL（022）232-3277

扇町支店 
〒983-0034 宮城野区扇町2-2-22
TEL（022）231-7511

幸町支店 
〒983-0836 宮城野区幸町1-22-7
TEL（022）275-1177

東仙台支店 
〒983-0833 宮城野区東仙台1-2-17
TEL（022）251-5251

鶴ヶ谷支店 
〒983-0824 宮城野区鶴ヶ谷8-19-8
TEL（022）251-8185

岩切支店 
〒983-0821 宮城野区岩切字青津目121-5
TEL（022）396-8777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

【店舗】

【店舗】
仙台市宮城野区

仙台市青葉区

店舗および店舗外キャッシュサービス（CS）コーナー一覧 （平成20年6月30日現在）

 

 

 

 

 … 店舗  … 店舗外CSコーナー印 … 外国為替取扱店 印 … 土曜日CSコーナー稼働店 印 … 祝日CSコーナー稼働店印 … 日曜日CSコーナー稼働店             
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ヤマザワ田子店 

セラビ幸町 

ジャスコ仙台幸町店 

CO-OP新田東店 

ヨークベニマル福田町店 

ヨークベニマル新田東店 

鶴ヶ谷ショッピングセンター 

高砂一丁目 

ユアテック

東北厚生年金病院

仙台オープン病院

国立病院機構仙台医療センター

宮城野区役所

仙台市ガス局

長町支店 
〒982-0011 太白区長町3-8-29
TEL（022）248-2111

長町南出張所 
〒982-0012 太白区長町南3-3-40 
TEL（022）247-7077

泉崎支店 
〒982-0012 太白区長町南4-20-30
TEL（022）249-3161

八本松支店 
〒982-0001 太白区八本松1-15-25
TEL（022）249-2151

中田支店 
〒981-1104 太白区中田3-6-5
TEL（022）241-1177

西中田支店 
〒981-1105 太白区西中田7-10-50
TEL（022）241-8572

袋原支店 
〒981-1102 太白区袋原6-1-3  
TEL（022）242-0871

西多賀支店 
〒982-0034 太白区西多賀1-21-5
TEL（022）245-5161

八木山支店 
〒982-0832 太白区八木山緑町8-30［紅久ビル内］
TEL（022）229-4721

南八木山支店 
〒982-0807 太白区八木山南4-1-6
TEL（022）243-2151

 仙台市泉区
南光台支店 
〒981-8003 泉区南光台7-1-5
TEL（022）272-7761

長命ヶ丘支店 
〒981-3212 泉区長命ヶ丘4-14-3
TEL（022）378-5271

加茂出張所 
〒981-3122 泉区加茂4-1-4 
TEL（022）378-3111

泉中央支店 
〒981-3133 泉区泉中央1-13-4［エクセルビル内］
TEL（022）373-9711

泉支店 
〒981-3117 泉区市名坂字町68-2 
TEL（022）372-2311

向陽台支店 
〒981-3102 泉区向陽台3-15-15 
TEL（022）373-1201

将監支店 
〒981-3132 泉区将監8-3-1 
TEL（022）372-3177

泉パークタウン支店 
〒981-3204 泉区寺岡6-7-5
TEL（022）377-0877

高森支店 
〒981-3203 泉区高森7-2
［ショッピングガーデン・キャラウェイ内］
TEL（022）378-1731

 富谷町
明石台支店 
〒981-3332 黒川郡富谷町明石台6-1-415
TEL（022）773-9377

富谷支店 
〒981-3304 黒川郡富谷町ひより台2-36-4
TEL（022）358-4555

 大和町
吉岡支店 
〒981-3621 黒川郡大和町吉岡字上町45
TEL（022）345-2101

【店舗外CSコーナー】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマザワ荒井店 

CO-OP沖野店 

CO-OP南小泉店 

CO-OP六丁の目店 

ヨークベニマル遠見塚店 

文化 

仙台中央卸売市場 

鐘崎笹かま館 

仙台市立病院

若林区役所

太白 

マックスバリュ仙台郡山店 

ヤマザワ中田店 

CO-OP八木山店 

CO-OP柳生店 

CO-OP富沢店 

CO-OP西多賀店 

ヨークベニマル山田鈎取店 

ヨークベニマル柳生店 

イオンスーパーセンター鈎取店 

ザ・モール仙台長町 

ザ・モール仙台長町 Part2 

茂庭台 

仙台赤十字病院

東北工業大学

太白区役所

仙台市秋保総合支所

仙台市水道局

秋保

【店舗外CSコーナー】

荒町支店 
〒984-0073 若林区荒町106-1 
TEL（022）225-5411

河原町支店 
〒984-0816 若林区河原町1-4-3
TEL（022）223-7105

南小泉支店 
〒984-0823 若林区遠見塚2-1-18
TEL（022）285-1877

沖野支店 
〒984-0838 若林区上飯田1-5-34
TEL（022）285-5161

六丁目支店 
〒984-0014 若林区六丁の目元町8-7
TEL（022）288-5611

中央市場支店
〒984-0015 若林区卸町4-3-1［仙台市中央卸売市場内］
TEL（022）232-8171

東卸町支店 
〒984-0002 若林区卸町東2-7-1 
TEL（022）231-7551

【店舗外CSコーナー】

【店舗】

【店舗】

【店舗】

仙台市泉区・富谷町・大和町

仙台市太白区

仙台市若林区

【店舗外CSコーナー】

イトーヨーカドー仙台泉店 

ジャスコ仙台中山店 

フードマーケットフジサキ 

高森ショッピングプラザ 

             … 店舗  … 店舗外CSコーナー印 … 外国為替取扱店 印 … 土曜日CSコーナー稼働店 印 … 祝日CSコーナー稼働店印 … 日曜日CSコーナー稼働店
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【店舗外CSコーナー】

【店舗外CSコーナー】

ヨークベニマル亘理店 

亘理ショッピングセンター 

荒浜 

【店舗外CSコーナー】

ヨークベニマル角田店 

角田市役所 

丸森町役場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【店舗】

 角田市
角田支店 
〒981-1505 角田市角田字町74
TEL（0224）63-1077

 丸森町
丸森支店 
〒981-2165 伊具郡丸森町字町西22
TEL（0224）72-2077

【店舗】

 白石市
白石支店 
〒989-0273 白石市字中町35-1
TEL（0224）25-3131

 蔵王町
蔵王支店 
〒989-0821 刈田郡蔵王町大字円田字西浦4-2 
TEL（0224）33-2031

【店舗】

 亘理町
亘理支店 
〒989-2351 亘理郡亘理町字新町64-4
TEL（0223）34-1171

 山元町
山下支店 
〒989-2201 亘理郡山元町山寺字山下64 
TEL（0223）37-1177

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【店舗外CSコーナー】

イオンタウン柴田
ショッピングセンター 

ヨークベニマル柴田店 

CO-OP大河原店 

サンコア 

フォルテ 

宮城県大河原合同庁舎

仙台大学

【店舗】

 名取市
増田支店 
〒981-1224 名取市増田2-2-7
TEL（022）382-3177

仙台空港出張所 
〒989-2401 名取市下増田字南原
［仙台空港ターミナルビル内］
TEL（022）383-4655

杜せきのした支店 
〒981-1224 名取市増田字柳田590番地（7街区4画地）
TEL（022）383-0077

エアリ出張所 
〒981-1224 名取市増田字関下460番（17街区1画地）
［イオンモール名取エアリ内］
（0120）76-5477

閖上支店 
〒981-1213 名取市閖上2 3-8
TEL（022）385-0211

名取西支店 
〒981-1232 名取市大手町4-9-2
TEL（022）384-1151

 岩沼市
岩沼支店 
〒989-2432 岩沼市中央1 3-24
TEL（0223）22-2177

【店舗外CSコーナー】

ヨークベニマル白石店 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

CO-OP高森店 

泉ビレジ 

グリーンマート桂店 

泉中央駅ビル 

セルバ 

ヤマザワ泉ヶ丘店 

ヤマザワ住吉台店 

ヤマザワ南光台店 

松陵 

CO-OP黒松店 

ヨークベニマル泉古内店 

ヨークベニマル真美沢店 

ヨークベニマル泉将監店 

ヨークベニマル市名坂店 

ヨークベニマル南中山店 

アクス上谷刈 

西友仙台泉店 

泉パークタウン工業流通団地

東北学院大学泉

泉区役所 

宮城県運転免許センター

ヨークベニマル大和吉岡店 

CO-OP明石台店 

富谷町役場

大富 

ジャスコ富谷店 

成田 

ホームセンタームサシ仙台泉店 

イオン泉大沢ショッピングセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーマック
スーパーデポ名取店 

CO-OP名取西店 

ヨークベニマル岩沼店 

ヨークベニマル岩沼西店 

JR岩沼駅 

セラビ岩沼 

名取市役所 

岩沼市役所

仙台空港第二 

尚絅学院 

相互台 

エアリ第一 

エアリ第二 

みちのく・三陸だてもん市場 

 柴田町
船岡支店 
〒989-1601 柴田郡柴田町船岡中央1-7-3
TEL（0224）55-2077

槻木支店 
〒989-1753 柴田郡柴田町槻木上町1-1-44
TEL（0224）56-1221

 大河原町
大河原支店 
〒989-1241 柴田郡大河原町字町190-2  
TEL（0224）52-2077

 村田町
村田支店 
〒989-1305 柴田郡村田町大字村田字町163-1 
TEL（0224）83-2077

 川崎町
川崎支店 
〒989-1501 柴田郡川崎町大字前川字本町64-2
TEL（0224）84-5755

【店舗】
宮城県南部

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 … 店舗  … 店舗外CSコーナー印 … 外国為替取扱店 印 … 土曜日CSコーナー稼働店 印 … 祝日CSコーナー稼働店印 … 日曜日CSコーナー稼働店             
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【店舗外CSコーナー】

ジャスコ多賀城店 

マックスバリュ多賀城鶴ヶ谷店 

ヤマザワ多賀城店 

CO-OP大代店 

CO-OP塩釜杉の入店 

CO-OP塩釜栄町店 

日本フィルター工業 

東北学院大学工学部

多賀城市役所 

ヨークベニマル塩釜店 

ヨークベニマル多賀城店 

塩釜市役所

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

【店舗】

 石巻市
石巻支店 
〒986-0824 石巻市立町2-5-12
TEL（0225）95-3311

穀町支店 
〒986-0853 石巻市門脇字東上野町41-2
TEL（0225）22-5128

湊支店 
〒986-0025 石巻市湊町3-2-5 
TEL（0225）22-1131

渡波支店 
〒986-2121 石巻市渡波町3-5-8 
TEL（0225）24-0121

新中里支店 
〒986-0814 石巻市南中里2-9-33 
TEL（0225）96-4131

蛇田支店 
〒986-0861 石巻市蛇田字新丸井戸39-25 
TEL（0225）94-5711

鮎川支店 
〒986-2523 石巻市鮎川浜南39-13 
TEL（0225）45-2121

飯野川支店 
〒986-0101 石巻市相野谷字飯野川町127 
TEL（0225）62-3711

中津山支店 
〒986-0313 石巻市桃生町中津山字内八木111-2 
TEL（0225）76-2117

【店舗外CSコーナー】

JR石巻駅前 

イオン石巻ショッピングセンター 

イトーヨーカドー石巻あけぼの店 

ヨークベニマル湊鹿妻店 

ヨークベニマル中浦店 

ヨークベニマル石巻蛇田店 

イオンスーパーセンター石巻東店 

CO-OP渡波店 

CO-OP石巻大橋店 

日本製紙石巻工場 

石巻赤十字病院

石巻市立病院

こだまホスピタル

宮城県石巻合同庁舎

石巻市北上総合支所

石巻専修大学

石巻市役所

石巻市役所第二 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

アムザショッピングタウン白石 

ヤオチュウ東店 

大泉記念病院

白石市役所

 七ヶ浜町
七ヶ浜支店 
〒985-0821 宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-2 
TEL（022）357-4111

 利府町
利府支店 
〒981-0104 宮城郡利府町中央3-14-3
TEL（022）356-8444

 松島町
松島支店 
〒981-0215 宮城郡松島町高城字町177
TEL（022）354-2171

 東松島市
矢本支店 
〒981-0503 東松島市矢本字上新沼14-1
TEL（0225）82-3115

鳴瀬出張所 
〒981-0303 東松島市小野字中央23-1 
TEL（0225）87-3841

 多賀城市
多賀城支店 
〒985-0874 多賀城市八幡3-16-18
TEL（022）364-7741

高砂支店 
〒985-0853 多賀城市高橋2-10-15
TEL（022）368-8191

下馬支店 
〒985-0835 多賀城市下馬5-3-1 
TEL（022）367-5865

 塩釜市
塩釜支店 
〒985-0052 塩釜市本町1-1［壱番館ビル内］ 
TEL（022）364-4111

築港支店 
〒985-0021 塩釜市尾島町17-11
TEL（022）362-0141

北浜支店 
〒985-0003 塩釜市北浜4-1-20 
TEL（022）364-1335

塩釜西支店 
〒985-0032 塩釜市白萩町2-24
TEL（022）367-1151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【店舗外CSコーナー】

ヨークベニマル利府店 

ヨークベニマル利府野中店 

グリーンマート利府青山店 

ジャスコ利府店 

利府町役場 

矢本ショッピングプラザ 

ロックタウン矢本 

大郷町役場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

【店舗】
宮城県浜通り地区

【店舗外CSコーナー】

女川町立病院

【店舗外CSコーナー】

ジャスコ気仙沼店 

市立気仙沼病院

気仙沼市役所

宮城県気仙沼合同庁舎

【店舗】

 南三陸町
志津川支店 
〒986-0752 本吉郡南三陸町志津川字五日町37
TEL（0226）46-2633

 気仙沼市
気仙沼支店 
〒988-0017 気仙沼市南町3-1-1 
TEL（0226）22-6770

内脇支店 
〒988-0024 気仙沼市仲町2-1-9 
TEL（0226）22-7070

【店舗】【店舗】
 女川町
女川支店 
〒986-2243 牡鹿郡女川町鷲神浜字鷲神207-8 
TEL（0225）54-3141
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【店舗外CSコーナー】

【店舗外CSコーナー】

イオンスーパーセンター涌谷店 

ヨークベニマル涌谷店 

【店舗外CSコーナー】

宮城県栗原合同庁舎

栗原市役所

ヨークベニマル若柳店 

細倉

ウジエスーパー中田店 

 栗原市
築館支店 
〒987-2216 栗原市築館伊豆1-8-12 
TEL（0228）22-2171

一迫支店 
〒987-2308 栗原市一迫真坂字本町20 
TEL（0228）52-2177

岩ヶ崎支店 
〒989-5301 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町96 
TEL（0228）45-2277

若柳支店 
〒989-5501 栗原市若柳字川北新町37-1 
TEL（0228）32-2131

 登米市
佐沼支店 
〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼94 
TEL（0220）22-2577

米谷支店 
〒987-0902 登米市東和町米谷字元町166 
TEL（0220）42-2277

登米支店 
〒987-0702 登米市登米町寺池九日町5 
TEL（0220）52-2277

【店舗】

【店舗】

【店舗】

【店舗】

 加美町
中新田支店 
〒981-4251 加美郡加美町字西町1 
TEL（0229）63-3177

小野田支店 
〒981-4334 加美郡加美町字町屋敷二番28-1 
TEL（0229）67-3077

ジャスコ古川店 

ヨークベニマル古川福浦店 

ヨークベニマル古川南店 

ロックタウン古川 

CO-OP古川南店 

宮城県大崎合同庁舎

ロックショッピングタウン鹿島台 

鹿島台駅前 

カウボーイ三本木店 

大崎市田尻総合支所 

大崎市役所

【店舗外CSコーナー】

ジョイ・プラザ 

宮城県登米合同庁舎

豊里 

CO-OP加賀野店 

ロックシティ佐沼 

 涌谷町
涌谷支店 
〒987-0111 遠田郡涌谷町字柳町25-3 
TEL（0229）42-2751

 美里町
小牛田支店 
〒987-0002 遠田郡美里町字藤ヶ崎町93 
TEL（0229）33-3111

 

 

【店舗外CSコーナー】

ショッピングタウン・ベガ 

南相馬市立総合病院

南相馬市役所

 福島市
福島支店
〒960-8691 福島市大町5-6［日本生命福島ビル1階］ 
TEL（024）522-0171

 郡山市
郡山支店
〒963-8017 郡山市長者3-5-1 
TEL（024）933-0007

 いわき市
平支店 
〒970-8026 いわき市平字三町目14 
TEL（0246）23-3131

小名浜支店 
〒971-8101 いわき市小名浜字本町27 
TEL（0246）53-2221

四倉支店 
〒979-0201 いわき市四倉町字東4-8 
TEL（0246）32-2211

 南相馬市
原町支店 
〒975-0008 南相馬市原町区本町2-51 
TEL（0244）23-3177

 相馬市
相馬支店 
〒976-0042 相馬市中村字大町78-1 
TEL（0244）36-2141

宮城県外

 東京都中央区
東京支店 
〒104-8177 中央区銀座4-14-11［七十七ビル内］ 
TEL（03）3542-8181

日本橋支店 
〒103-0025 中央区日本橋茅場町1-5-3 
TEL（03）3666-1581

 岩手県盛岡市
盛岡支店
〒020-0022 盛岡市大通3-3-10［七十七日生ビル内］ 
TEL（019）624-1177

 

 

 

 

 
 

 
 

 

【店舗】
福島県

【店舗】
宮城・福島県外

 

  

 

  

  

 

 

  

   

   

   

 

 大崎市
古川支店 
〒989-6162 大崎市古川駅前大通2-5-17 
TEL（0229）22-3077

古川十日町支店 
〒989-6165 大崎市古川十日町7-27 
TEL（0229）23-2717

南古川支店 
〒989-6141 大崎市古川南新町5-37
TEL（0229）24-1877

岩出山支店 
〒989-6436 大崎市岩出山字二の構109 
TEL（0229）72-0077

鳴子支店 
〒989-6823 大崎市鳴子温泉字湯元2-1
TEL（0229）83-2177

鹿島台支店 
〒989-4102 大崎市鹿島台木間塚字小谷地383-1
TEL（0229）56-2077

松山出張所 
〒987-1304 大崎市松山千石字広田46 
TEL（0229）55-3119

田尻支店 
〒989-4415 大崎市田尻字町尻6-1
TEL（0229）39-1077

【店舗】
宮城県北部

【店舗外CSコーナー】

イオンスーパーセンター加美店 

ヨークベニマル中新田店 

宮崎支所
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1.名古屋支店、大阪支店にはCSコーナーが
設置されておりません。
2.その他の店舗外CSコーナー：15ヵ所

（注）

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 中華人民共和国上海市
上海駐在員事務所
中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
匯豊大厦16階
TEL 86-21-6841-2077

【事務所】
海外駐在員事務所

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 山形県山形市
山形支店
〒990-0039 山形市香澄町3-1-3 
TEL（023）631-8157

 秋田県秋田市
秋田支店
〒010-0001 秋田市中通4-12-1［丸島ビル内］ 
TEL（018）833-9371

 愛知県名古屋市中区
名古屋支店 
〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1
［広小路第一生命ビル内］
TEL（052）262-3721

 大阪府大阪市中央区
大阪支店 
〒541-0059 大阪市中央区博労町3-5-1
［エプソン大阪ビル内］
TEL（06）6244-0531

 北海道札幌市中央区
札幌支店
〒060-0061 札幌市中央区南一条西4-5［大手町ビル内］
TEL（011）261-2551

ローンセンター・相談プラザ・ご相談専用室 （平成20年6月30日現在）

本店ローンセンター
〒980-8777 仙台市青葉区中央3-3-20
［本店営業部内］
TEL（022）211-9752

長町ローンセンター
〒982-0011 仙台市太白区長町3-8-29
［長町支店内］ 
TEL（022）246-4466

泉ローンセンター
〒981 3133 泉区泉中央1-13-4
［泉中央支店内］  
TEL（022）218-6311

仙台東口ローンセンター
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-22
［仙台東口ビル内］
TEL（022）293-6077

古川ローンセンター
〒989-6162 大崎市古川駅前大通2-5-17
［古川支店内］ 
TEL（0229）22-8866

岩沼ローンセンター
〒989-2432 岩沼市中央1 3-24
［岩沼支店内］  
TEL（0223）22-1166

石巻ローンセンター
〒986-0824 石巻市立町2-5-12
［石巻支店内］  
TEL（0225）95-7788

杜せきのしたローンセンター
〒981-1224 名取市増田字柳田590番地（7街区4画地）
［杜せきのした支店内］ 
TEL（022）382-9277

ローンセンター

法人営業所

青森法人営業所
〒030-0861 青森市長島2-13-1
［明治安田生命青森ビル2階］
TEL（017）774-3077

法人営業所

仙台駅前相談プラザ
〒980-0021 仙台市青葉区中央1-10-1
［仙台駅前支店内］ 
（0120）60-4377

新伝馬町相談プラザ
〒980-0021 仙台市青葉区中央2-4-1
［新伝馬町支店内］  
（0120）24-4377

一番町相談プラザ
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-10-20
［一番町支店内］   
（0120）28-4377

エアリ相談プラザ
〒981-1224 名取市増田字関下460番（17街区1画地）
［イオンモール名取エアリ内］   
（0120）76-5477

明石台相談プラザ
〒981 3332 黒川郡富谷町明石台6‐1‐415
［明石台支店内］   
（0120）87-5077

相談プラザ

ご相談専用室（高森支店内）
〒981 3203 仙台市泉区高森7-2
［ショッピングガーデン・キャラウェイ内］ 
TEL（022）378-1731

ご相談専用室（泉中央支店内）
〒981 3133 泉区泉中央1-13-4
［エクセルビル内］
TEL（022）373-9711

ご相談専用室
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業務の内容

預金業務
預金

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、
非居住者円預金、外貨預金等を取扱っております。

譲渡性預金 譲渡可能な定期預金を取扱っております。

貸出業務
貸付 手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。

手形の割引 銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っております。

商品有価証券売買業務 国債等公共債およびコマーシャル・ペーパーの売買業務を行っております。

有価証券投資業務 預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

内国為替業務 送金為替、口座振込および代金取立等を取扱っております。

外国為替業務 輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。

社債受託および登録業務 担保附社債信託法による社債の受託業務、公社債の募集受託および登録に関する業務を行っております。

金融先物取引等業務 金融先物取引、オプション取引、スワップ取引等の業務を行っております。

附帯業務

代理業務

日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店業務

地方公共団体の公金取扱業務

勤労者退職金共済機構等の代理店業務

株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務

中小企業金融公庫等の代理貸付業務

信託代理店業務

損害保険代理店業務

生命保険代理店業務

保護預りおよび貸金庫業務

有価証券の貸付

債務の保証（支払承諾）

金の売買

公共債の引受

国債等公共債および投資信託の窓口販売

企業型確定拠出年金取扱業務

コマーシャル・ペーパー等の取扱い

金融商品仲介業務
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商品・サービスのご案内
主な預金

種類

総合口座

普通預金

決済用普通預金

スーパー貯蓄

当座預金

通知預金

スーパー定期

スーパーセブン

大口定期

期日指定定期預金

変動金利定期預金

利息分割受取型
定期預金

譲渡性預金

積立預金

定期積金

財形預金

（平成20年6月30日現在）※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

必要な時は満期日前に譲渡することができる預金です。高利回りなので、まとまった資金の短
期間運用に有利です。

毎月1回、ご希望の金額を自動的に積み立てできます。まとまった資金づくりに最適です。積
立期間を定めず、預入日から1年経過すれば必要なときに必要な額だけ引き出せる「エンドレ
ス型」と積立期間を選択できる「満期指定型」があります。（「エンドレス型」は個人のお客さ
まのみご利用いただけます。）

毎月一定額をプランに合わせた期間で積み立てできますので、無理なく資金づくりができます。

お勤め先の財形制度を通じ、給料やボーナスから天引きで着実に積み立てできる預金です。財
形住宅預金と財形年金預金については、合わせて元金550万円までお利息非課税の特典があ
ります。

お預け入れ期間が幅広いので、大切な資金をご希望期間に応じて運用いただけます。
期間3年以上の複利型は、1年経過後なら必要なときに必要な額だけ解約できる「一部解約サー
ビス」がご利用いただけます。

お預け入れ日から6ヵ月の据置期間経過後は、いつでもご預金の一部お引き出しが可能です。ま
たお利息は、半年複利でお預け入れ期間に応じて6段階の金利が適用となりますので、便利で
おトクな商品です。ただし、金利情勢により各区分の金利が同じになる場合があります。（個人
のお客さまのみご利用いただけます。）

大口資金の運用に適した、高利回りの定期預金です。

預入日から1年経過後であれば、ご希望の日に解約できるほか、ご預金の一部お引き出しもで
きる、個人のお客さまを対象とした預金です。

金利情勢に応じ、6ヵ月ごとに適用金利が変動する定期預金です。個人のお客さまで3年もの
にお預け入れの場合は、有利な半年複利もご利用いただけます。

満期日前に、お利息をご指定のサイクルで分割して受け取ることのできる定期預金です。お利
息の受取サイクルは、1ヵ月ごと、2ヵ月ごと、3ヵ月ごと、6ヵ月ごとの4タイプございます。

（個人のお客さまのみご利用いただけます。）

一冊の通帳に普通預金・定期預金がセットでき、いざというときには定期預金を担保とする自
動融資がご利用いただけます。「貯める」「支払う」「受け取る」「借りる」等の機能が備わった、
個人のお客さま向けの便利な商品です。

いつでも出し入れができる預金です。公共料金等の自動支払い、給料・年金等の自動受け取り
などができ、家計簿がわりにご利用いただけます。キャッシュカードのご利用により、ATM

（現金自動預払機）でスピーディーに出し入れができます。

預金保険制度による全額保護の対象となります。普通預金と同じようにいつでも出し入れがで
きるうえ、公共料金の自動支払い、給料・年金等の自動受け取りなどができます。ただし利息
はつきません。

普通預金と同じようにいつでも出し入れができるうえ、基準残高（10万円）以上になると定期
預金に近い有利な金利となります。お預け入れの残高に応じて金利が6段階に区分されますの
で、有利な運用ができます。ただし、金利情勢により各区分の金利が同じになる場合がありま
す。なお、公共料金等の自動支払いや給料・年金等の自動受け取りはできません。（個人のお客
さまのみご利用いただけます。）

小切手・手形がご利用いただける口座です。

短期間の運用に便利な預金です。お引き出しのときは2日前までにご通知ください。

特色 期間 お預け入れ金額

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

7日以上 5万円以上

1ヵ月〜5年

最長5年
（据置期間6ヵ月）

1円以上

1万円以上
2,000万円以下

1ヵ月〜5年 1,000万円以上

最長3年
（据置期間1年）

1円以上
300万円未満

2年・3年 1円以上

1年〜5年 1円以上

1日〜2年
5,000万円以上
1,000万円単位

満期指定型の場合
1年・2年・3年
4年・5年

1円以上
（口座振替は
1,000円以上）

6ヵ月〜3年 500円以上

一般 3年以上
住宅・年金 5年以上

毎月 1円以上

ペイオフについて
「ペイオフ」とは、金融機関が破たんした場合の預金の払戻しについて、預金保険機構が預金者一人あたり元本1,000万円までとその利息等を保障する制度です。

預金保険の対象預金等

預金保険の対象外預金等

※「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たす預金です。当行の決済用預金にあたる預金には、当座預金、決済用普通預金等があります。

決済用預金※にあたる預金

利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金、
通知預金、定期積金、納税準備預金等

外貨預金、譲渡性預金等

全額保護

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護	
［1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
（一部カットされる可能性があります。）］

保護対象外
［破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。（一部カットされる可能性があ
ります。）］
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外貨預金

内容項目

米ドル、ユーロ等主要外国通貨でお預けいただく預金で、普通預金、定期預金の2種類があります。利率は、お預け入れ期間や通
貨の種類、海外金利情勢等によって異なります。お預け入れ期間はご自由ですが、金額は普通預金が1通貨単位以上、定期預金は
100通貨単位以上となっております。

米ドル、ユーロともに1千通貨単位からお預けいただく定期預金です。利率は、お預け入れ金額や期間によって異なります。現在
の利率は従来の外貨定期預金よりも高水準となっておりますが、為替予約を締結しないため為替相場変動によるリスクのある商品
です。

100千米ドルからお預けいただく定期預金で、お預け入れの諸条件は募集日に決定いたします。通貨オプションを組合わせること
により、一定の範囲において為替変動リスクを回避し、円貨ベースで高利回りが期待できる商品です。ただし為替相場の動向によっ
ては元本割れの可能性があります。

外貨預金

77オープン型
外貨定期預金

77通貨オプション
付外貨定期預金

（平成20年6月30日現在）

主な証券業務

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

内容項目

新たに発行される公共債（国債・公募地方債）の募集販売を行っております。公共債は国や地方公共団体が発行する債券であり、
安全性を重視した運用をお考えのお客さまに適した商品です。
購入された公共債は、紛失、盗難、火災等に備え、当行の債券口座で安全に管理する「口座管理」にされると便利です。「口座管理」
の場合、利子、償還金（額面金額）は、ご指定いただいた預金口座に入金されます。
公共債は中途換金することができます（※）が、市場実勢により投資元本を割り込む場合があります。

（※ただし、個人向け国債（固定・5年）は発行から2年未満、個人向け国債（変動・10年）は発行から1年未満での中途換金はで
きません）

公共債の窓口販売

期間 お申込単位 購入対象者利払い商品の特徴種類

中期利付国債

長期利付国債

個
人
向
け
国
債

固定
5年

変動
10年

国

債

中期の運用をご希望される場合または一定期間毎に運
用利回りを見直したい場合に適した商品です。

（毎月発行）

長期の運用をご希望される場合に適した商品です。
（毎月発行）

個人のお客さまで、中期の運用をご希望される場合ま
たは一定期間毎に運用利回りを見直したい場合に適し
た商品です。(年4回発行）

個人のお客さまで、長期の運用かつ実勢金利に応じた
利子の受け取りをご希望される場合に適した商品です。

（年4回発行）

2年
5年

10年

5年

10年

額面5万円以上
5万円単位

額面1万円以上
1万円単位

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただいた時
の利率は償還日まで変わりません）

年2回半年毎に支払われます。
（変動金利で、利率は半年毎に
見直されます）

個人
および
法人

個人

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただい
た時の利率は償還日まで変わり
ません）

中期または長期の運用をご希望される場合に適した商
品です。（随時発行）

長期の運用をご希望される場合に適した商品です。
（毎月発行）

中期の運用をご希望される場合または一定期間毎に運
用利回りを見直したい場合に適した商品です。

（随時発行）

5年
10年

10年

5年

額面1万円以上
1万円単位

額面10万円以上
10万円単位

銘柄により異なり
ます（購入限度額
等の設定あり）

個人
および
法人

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただい
た時の利率は償還日まで変わり
ません）

公募地方債
（宮城県・仙台市）

共同発行市場
公募地方債

住民参加型市場
公募地方債

公
募
地
方
債

ディーリング業務

CP業務

公社債の引受業務

公社債の受託業務

既に発行された公共債の売買を行っております。なお、購入された公共債は窓口販売と同様に「口座管理」にされると便利です。

優良企業が発行するコマーシャル・ペーパーの引受けのほか、投資家への売買業務を行っております。

公共債・事業債の引受けを行い、公共団体・企業の資金調達のお手伝いをしております。

公共債・事業債の発行に際し、発行体より募集の委託を受けて、公共債の募集に関する一切の手続を行っています。

（平成20年6月30日現在）
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主な投資信託取扱商品

（平成20年6月30日現在）取扱店（132ヵ店）：東北地区の全営業店（一部の出張所を除く）・札幌支店

生命保険取扱商品
変額個人年金保険

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

取扱店（132ヵ店）：東北地区の全営業店（一部の出張所を除く）・札幌支店

タイプ 取扱商品名 運用会社

バ
ラ
ン
ス
型

グ
ロ
ー
バ
ル
バ
ラ
ン
ス

フィデリティ・世界分散・ファンド
（債券重視型／株式重視型）
（愛称『3つのチカラ』）

フィデリティ投信

フィデリティ・退職設計・ファンド
（1年決算型）
（愛称『安心のチカラ』）

フィデリティ投信

マイストーリー分配型（年6回）
Bコース 野村アセットマネジメント

ＧＷ7つの卵 日興アセットマネジメント

外
国
バ
ラ
ン
ス

DIAMインカム3資産ファンド
（毎月決算型）
（愛称『インカム・パスポート』）

DIAMアセットマネジメント

ＬＭ・グローバル・プラス
（毎月分配型）

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

ＬＭ・エマージング・プラス
（毎月分配型）

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

内
外
バ
ラ
ン
ス

財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）
毎月分配型

日興アセットマネジメント

債
券
型

外
国
債
券

三菱UFJ外国債券オープン
（毎月分配型） 三菱UFJ投信

高
金
利

国
債
券

ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称『スリーポイント』） ニッセイアセットマネジメント

高
金
利
国

短
期
債
券

世界好利回り短期債券ファンド
（毎月決算型）
（愛称『キュート』）

三菱UFJ投信

新
興
国
通
貨

建
て
債
券

世界銀行債券ファンド
（毎月分配型）
（愛称『ワールドサポーター』）

日興アセットマネジメント

タイプ 取扱商品名 運用会社
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
（
不
動
産
投
資
信
託
）型

グ
ロ
ー
バ
ル

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

GSグローバルREITポートフォリオ
（毎月分配型）
（愛称『リートマスター』）

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

米
国
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

ゴールドマン・サックス米国REITファンド
（愛称『コロンブスの卵』）
Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）
Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

株
式
型

国
内
株
式

インデックスファンド225 三菱UFJ投信

株ちょファンド日本
（高配当株・割安株・成長株）
毎月分配型
（愛称『カブチョファンド』）

日興アセットマネジメント

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信

ニッセイ日本勝ち組ファンド
（3ヵ月決算型） ニッセイアセットマネジメント

グ
ロ
ー
バ
ル
株
式

グローバル・ハイインカム・
ストック・ファンド 野村アセットマネジメント

ピクテ・メジャー・
プレイヤーズ・ファンド
（3ヵ月決算型）

ピクテ投信投資顧問

ピクテ・グローバル・
インカム株式ファンド
（毎月分配型）

ピクテ投信投資顧問

フィデリティ・スリー・
ベーシック・ファンド
（愛称『水と大地とエネルギー』）

フィデリティ投信

ア
ジ
ア

株

式

JFアジア株・アクティブ・
オープン

JPモルガン・
アセット・マネジメント

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ

株

式
GS	BRICs株式ファンド ゴールドマン・サックス・

アセット・マネジメント

定額個人年金保険

医療保険 がん保険

一時払終身保険

外貨建個人年金保険

商品名 保険会社

年金果実 明治安田生命保険（相）

ドリームセレクト（バランス型） 日本生命保険（相）

たのしみVAプラス（一時払・平準払） 住友生命保険（相）

アイエヌジースマートデザイン123 アイエヌジー生命保険（株）

グッドニュースⅡ 東京海上日動フィナンシャル生命保険（株）

百花凛々プレミアム 三井住友海上メットライフ生命保険（株）

プレミアクルーズ
第一フロンティア生命保険（株）

プレミアステップ

商品名 保険会社

定額年金S 明治安田生命保険（相）

ナイスセイリング（積立利率変動型個人年金保険） 第一生命保険（相）

無選択特則付5年ごと利差配当付個人年金保険 三井住友海上きらめき生命保険（株）

商品名 保険会社

きらめき新医療保険 三井住友海上きらめき生命保険（株）

EVERセレクトプラン アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

商品名 保険会社

がん治療支援保険 東京海上日動あんしん生命保険（株）

アフラックのがん保険ｆ（フォルテ） アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

商品名 保険会社

ロングドリーム 日本生命保険（相）

あんしんドル終身 東京海上日動あんしん生命保険（株）

ふるは〜とS（一般型）
住友生命保険（相）

ふるは〜とファイブ（限定告知型）
商品名 保険会社

解約返戻金市場金利連動型個人年金保険
（米国通貨建）あんしんドル年金 東京海上日動あんしん生命保険（株）

取扱店（25ヵ店）：	本店営業部、名掛丁支店、仙台駅前支店、二日町支店、卸町支店、長町支店、泉支店、宮町支店、将監支店、泉崎支店、八本松支店、
向陽台支店、泉パークタウン支店、泉中央支店、明石台支店、高森支店、塩釜支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、佐沼支店、
白石支店、岩沼支店、杜せきのした支店、杜せきのした支店エアリ出張所

（平成20年6月30日現在）
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個人向けローン

特色・お使いみち ご融資金額 ご融資期間種類

住
宅
ロ
ー
ン

77
く
ら
し
あ
っ
ぷ
ロ
ー
ン

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

77
災
害
対
策
ロ
ー
ン

マイカープラン

フリープラン

フリープランワイド

教育プラン

77ゆうぐうカード

77モビット

77ミニ・カードローン

耐震リフォーム融資

緊急災害融資

マイホーム口

借換口

リフォームローン

全国保証口

住公証券化住宅ローン

住宅の新築・増改築、建売住宅・マンション・土地の購入といった
マイホームプランをお手伝いします。所要資金の最大100%までご
利用いただけます。

他の金融機関でお借入の住宅ローンの借換専用ローンです。担保評価
額の最大200％までご利用いただけます。

お住まいの増改築のほか、門・塀・庭の新造・修理、家具購入等のイ
ンテリア費用等あらゆるリフォームに、無担保でご利用いただけます。

住宅の建替えや新居への住換えの際に、住宅の新築・購入資金のほか、
既存の住宅ローンの借換も合わせてご利用いただける住宅ローンです。

最長35年・全期間固定金利で住宅の新築、建売住宅、マンション購
入等のマイホームプランをお手伝いします。

自家用自動車・オートバイの購入・買替資金のほか、車検費用、保険
料、修理費用、教習費用、車庫建設費用、自動車ローンの借換えなど
にもご利用いただけます。傷害保険もセットされており安心です。

入学金・授業料などの学費にくわえ、教科書代、寮費、下宿・アパー
ト入居費用など、教育に関する幅広いお使いみちにご利用いただけ
ます。お支払時期の6ヵ月前から融資の予約申込が可能です。

冠婚葬祭、海外旅行、ショッピング、医療費など、あらゆるお使いみちに
ご利用いただけます。（ただし、事業資金、借入金返済資金は除きます。）

お見積や契約書等の確認書類が不要で、お手軽にあらゆるお使いみ
ちにご利用いただけます。

ご利用限度額50万円〜300万円とよりワイドにご利用いただける
カードローンです。当行との取引状況等によって金利が優遇される
メリットもあります。

カード1枚でいつでもご自由にお使いいただける便利なローンです。

当行とのお取引がなくとも、24時間・365日電話や携帯サイトから
お申し込みいただけるカードローンです。
他のお借入の借換えにもご利用いただけます。

将来発生が予想される宮城県沖地震に備え、住宅の耐震工事を行う
方のためにご用意した専用ローンです。耐震工事と同時に行うリ
フォーム資金にも合わせてご利用いただけます。

地震・津波・大雨洪水等大規模な自然災害が発生した際に、災害復
旧の資金ニーズに、スピーディーにお応えするためご用意した専用
ローンです。

※ローン商品ご利用に際してのお願い
○ローンに関する約款、規約等は、必ずお読みください。
○ローンのご利用は計画的に、無理のない範囲でのご返済をおすすめいたします。
○変動金利型住宅ローンの場合、金利は年2回見直しを行い、毎年4月1日および10月1日現在の当行が定める「変動金利型住宅ローン金利」を基準として変動いたします。

（平成20年6月30日現在）

極度額
50・100・200・
300万円

極度額 20・30 万円

極度額
30・50・70・100・150・
200・250・300万円

10万円〜 700万円

住宅関連
10万円〜 700万円

住宅関連以外
10万円〜 300万円

40万円〜5,000万円

10万円〜 700万円

10万円〜6,000万円

100万円〜8,000万円

40万円〜5,000万円

10万円〜 500万円

10万円〜 300万円

10万円〜 200万円

10万円〜 500万円

変動金利 3年〜35年
固定金利 3年〜25年

変動金利 3年〜35年
固定金利 3年〜25年

6ヵ月〜15年

変動金利 3年〜35年
固定金利 3年〜25年

15年〜35年

6ヵ月〜7年

6ヵ月〜10年

6ヵ月〜7年

6ヵ月〜5年

1年毎自動更新

1年毎自動更新

1年毎自動更新

6ヵ月〜15年

住宅関連 6ヵ月〜15年
住宅関連以外 6ヵ月〜  7年

損害保険取扱商品
住宅関連長期火災保険

保険会社商品名

マイホーム総合保険※

ホームライフ総合保険※

ハウスオーナーズ※

セコム安心マイホーム保険

ホームガード保険※

ホームぴたっと※

あいおい損害保険（株）

三井住友海上火災保険（株）

（株）損害保険ジャパン

セコム損害保険（株）

東京海上日動火災保険（株）

ニッセイ同和損害保険（株）

（平成20年6月30日現在）※印の商品は、併用住宅のお取扱いも可能です。

取扱店（135ヵ店）：東北地区の全営業店

年金払積立傷害保険

保険会社

（株）損害保険ジャパン

商品名

年金払積立いきいき生活傷害保険（スーパーXP）

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

（平成20年6月30日現在）取扱店（132ヵ店）：東北地区の全営業店（一部の出張所を除く）・札幌支店
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事業者向けローン
特色・お使いみち ご融資金額 ご融資期間種類

77スペシャルファンド
（固定金利型）
77ニュービジネス
支援資金

77アグリビジネスローン
〈アクティブ〉

事業者ローン
〈ランクアップ保証口〉

77医療・福祉ローン

事業者カードローン
（信保口）

77ビジネスローン
〈アクティブ30〉

77ビジネスローン
〈アクティブ10〉

事業者ローン
（クイックⅠ・Ⅱ）

77ビジネスローン
〈フォワード30〉

アパートローン

マンション管理組合向け
修繕資金

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で設備資金にも
ご利用いただける商品です。期間は最長5年までご利用いただけます。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で、当行と
融資取引がないお客さまを対象とした商品です。期間は最長5年まで
ご利用いただけます。

100万円〜3,000万円

100万円〜1,000万円
5年以内（元金均等返済）

6ヵ月以内（期日一括返済）

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資でお急ぎの
資金にも迅速にお応えします。運転資金、決算・賞与資金等にご利
用いただけます。

100万円〜3,000万円
3年以内（元金均等返済）

6ヵ月以内（期日一括返済）

中・長期資金を低水準の固定金利でご利用いただけます。

ご契約極度額の範囲内であれば、いつでもご自由にお使いいただけ
る便利なローンです。

新技術の開発や新分野への進出等における研究開発資金、事業展開
資金にご利用いただけます。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で農業法人およ
び農業を営む個人のお客さまを対象とした商品です。期間は最長5年ま
でご利用いただけます。

経営の改善や事業の再構築をはかるお客さまに、無担保で幅広くご
利用いただける宮城県信用保証協会保証付の商品です。

病院・診療所、老人福祉施設等向けの運転資金や設備資金にご利用
いただけます。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で運転資金
にご利用いただける宮城県信用保証協会保証付の商品です。

1,000万円以上
（1,000万円単位）

極度額
100万円〜2,000万円

1億円以内

100万円〜1,000万円

100万円〜5,000万円

5億円以内

2年・3年・5年・7年

1年毎または
2年毎更新

運転資金   7年以内
設備資金 15年以内

運転資金   1年以内
設備資金   5年以内

10年以内

1年以上25年以内

クイックⅠ  7年以内
クイックⅡ  5年以内

土地の有効活用や資産形成に、アパート・マンション経営をお手
伝いいたします。

1億円以内
木造等               20年以内
鉄骨・鉄筋造等   30年以内

マンション共用部分の改装や修繕工事資金にご利用いただけます。 500万円〜3億円
1年超7年以内

（一部10年以内）
※ローン商品ご利用に際してのお願い

○ローンに関する約款、規約等は、必ずお読みください。
○ローンのご利用は計画的に、無理のない範囲でのご返済をおすすめいたします。

（平成20年6月30日現在）

信託代理業務

内容種類

年金信託

遺産整理業務	

遺言信託	

証券代行業務

金銭債権の信託

特定金銭信託
特定金外信託
確定拠出年金
特定金銭信託

公益信託

特定贈与信託

土地信託

動産信託

証
券
信
託

奨学金の交付・学術研究者の研究費助成・文化活動や福祉事業の援助などの公益目的のために、法人や個人の篤志家が財産を信託
し、その公益目的を遂行する制度です。

特別障害者（重度心身障害者等）の方々の生活の安定を目的とし、親族や篤志家など個人が財産を信託し、所属信託会社がその財
産を管理・運用して特別障害者の方々へ生活費や医療費として定期的に金銭をお支払いする制度です。この信託を利用すると、信
託された財産に対して、6千万円を限度に贈与税が非課税となります。

お客さまが所有している土地を信託し、所属信託会社がお客さまに代わって土地の利用目的に合わせた事業計画の立案、建物の建
設、資金の調達、テナント募集などの管理・運営を行う制度です。

機械設備などの「動産」を製造・販売するメーカー等の売主が、製品を信託することにより、早期に販売代金の回収をはかり、ま
た、ユーザー等の買主は長期延べ払いによる設備の取得が可能となる制度です。

商取引等により発生した各種の金銭債権（譲渡禁止特約のない売掛債権、手形債権、リース債権等）を信託し、その信託受益権を
投資家に販売して資金を調達する制度です。

お客さまが信託した資産（金銭）の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。信託終了時に信託財産を金銭で受け取
る特定金銭信託と、有価証券等で受け取る特定金外信託があります。

企業型確定拠出年金の掛金の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。信託財産は加入者の運用指図を取りまとめた
レコードキーパーの通知に基づき運営管理されます。

将来の退職一時金・年金の支払いのために、企業が事前にかつ計画的に社外積立する制度です。従業員の方々の退職後の生活を保
証する目的で企業が独自に行う年金制度で、企業にとって資金負担の平準化や掛金の全額損金算入等のメリットがあります。

お客さま（相続人）からの依頼を受けて、所属信託会社が「相続にかかる財産目録の作成」・「遺産分割協議書に基づく遺産の分割
手続き」などを行います。

「遺言書作成に係る事前のご相談」・「遺言書の作成」・「遺言書の保管」・「遺言の執行」など、遺言書の作成から将来の遺言執行ま
でを、所属信託会社が行います。

株式上場会社の株主名簿管理人として株式事務の全般を代行するほか、株式上場を目指す会社の上場支援を行います。

当行は所属信託会社（三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行）の代理店として、信託契約の媒介を行います。
信託代理業務は以下の当行本支店でお取扱いしております。

取扱店（10ヵ店）：本店営業部・名掛丁支店・卸町支店・岩沼支店・白石支店・塩釜支店・石巻支店・気仙沼支店・古川支店・佐沼支店
なお、上記取扱店以外のお客さまの遺言信託、遺産整理業務については、個人営業部の担当者（マネーアドバイザー）が承ります。

（平成20年6月30日現在）

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

クイックⅠ 50万円〜5,000万円
クイックⅡ 50万円〜1,000万円
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主な国際業務

エレクトロニック・バンキングサービス（個人向け）

エレクトロニック・バンキングサービス（法人・個人事業者向け）

内容項目

両
替

貿
易
・
そ
の
他

外国通貨

旅行小切手

外国送金

輸出関係

輸入関係

77L／Cパック

日本円と主要外国通貨との両替を行っております。

主要外国通貨建の旅行小切手の販売を行っております。

電信、送金小切手による海外送金を取扱っております。

輸出信用状の通知、輸出手形、外貨建小切手の買取・取立等を取扱っております。

輸入信用状の開設、輸入ユーザンス等を取扱っております。

宮城県信用保証協会保証付の輸入ローンです。ご融資金額は5,000万円以内、ご融資期間は1年以内。また、ご融資利率は担保となる
定期預金の店頭表示金利と同一の固定金利となります。ご融資金額の範囲内で、輸入信用状の開設等をいつでもご利用いただけます。

パソコンからインターネットにより残高等の照会やお振込・お振替、定期預金のお預入れ、投資信託取引、
税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペイジー）」等の各種銀行取引を行うことができるサービスです。

「 i モード 」「EZweb」および「Yahoo! ケータイ」対応携帯電話で残高等の照会やお振込・お振替、投資
信託取引、税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペイジー）」等の各種銀行取引を行うことができるサービ
スです。

電話で残高等の照会やお振込・お振替等の各種銀行取引を行うことができるサービスです。

内容

（平成20年6月30日現在）

テレフォンバンキング

インターネットバンキング

モバイルバンキング

サービス名

内容サービス名

セブンメイトPCサービス

セブンメイトWebサービス

セブンメイトWebサービス《タイプⅡ》

七十七売掛金消込サービス

資金集中管理サービス

社内キャッシュサービス（企業所有CD）

ファームバンキングソフトを利用して、お客さまのパソコンから入出金明細の照会、口座間の資金移動がで
きるほか、総合振込・給与振込・口座振替などのデータを送信できるサービスです。

インターネットを利用して、お客さまのパソコンから入出金明細の照会、口座間の資金移動、国庫金の電子
納付ができるほか、総合振込・給与振込などのデータを送信できるサービスです。

セブンメイトWebサービスの機能を拡大し、口座振替、外国送金も取扱可能としたほか、給与計算など市
販ソフトとデータ連携できる一般ファイル伝送機能を備えた高機能版サービスです。

セブンメイトPCサービスを通じて当行が提供する「振込入金データ」と「売掛金データ」を専用パソコン
ソフトで自動的に照合し、売掛金の入金を確認する消込事務を合理化するサービスです。

お客さまのパソコンを利用して、本社・支社・営業所などの複数銀行にわたる多数の口座の残高照会および、
資金の集中・配分を簡単な操作で一括して行い、資金管理の効率化に役立つサービスです。

事業所にお客さま所有の現金自動支払機（CD）を設置していただき、電話回線を通じて当行コンピュータ
と接続することにより、社員の方々がキャッシュカードで当行の預金の引き出しと残高照会がオンラインで
できるサービスです。

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。
（平成20年6月30日現在）

（平成20年6月30日現在）
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各種商品サービス
内容項目

カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

為
替
・
自
動
振
替
サ
ー
ビ
ス

保
管
サ
ー
ビ
ス

77キャッシュカードサービス

デビットカード

77（ＪＣＢ、VISA、Master）
カード

七十七キャッシュ・
クレジットカード

キャッシングサービス

振込

代金取立

自動受取サービス

自動支払サービス
（口座振替サービス）

自動集金サービス
（代金回収サービス）

コンビニ収納サービス

自動送金サービス

貸金庫サービス

夜間金庫サービス

77ローンサービス

77メールサービス

〈七十七〉ポイントセブン

年金お受取り口座
「通帳盗難保険」付保サービス

口座集計「かけいぼサービス」

（平成20年6月30日現在）
※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

デビットカード加盟店でのショッピング、お食事等の際に、当行のキャッシュカードでお支払いいただけます。

当行のグループ会社「（株）七十七カード」が発行するクレジットカードです。各加盟店でのショッピング・お食事
等のお支払いにご利用いただけます。

1枚でキャッシュカード、デビットカード、クレジットカードの3つの機能をご利用いただけるカードです。

当行の本支店や駅、デパート等のキャッシュサービスコーナーのほか、都銀・地銀等全国の マークのある金融
機関のCD・ATMで、預金のお引き出しや残高照会等ができます。また、ゆうちょ銀行のATMでは、預金のお引
き出しや残高照会等に加え、お預け入れについてもご利用いただけます。

お客さまのご指示に従い、お受取人の預金口座に資金をお振込いたします。当行以外の金融機関の口座にもお振込
いただけます。ATMをご利用いただくと、より便利で手数料がお得です。

お客さまに代わり、手形や小切手等のお取立てをいたします。取立てた代金は、お客さまのご指定の口座に入金い
たします。

給料、年金、配当金等が自動的にお客さまの口座に入金される便利なサービスです。

各種公共料金、保険料、税金、クレジット代金等を、お客さまご指定の口座から自動的にお支払いいたします。

家賃、月極駐車場料金等の代金を、集金に代えて、口座振替で自動的に回収し、お客さまの口座に入金いたします。

お取引先企業の販売代金やサービス料金を、コンビニエンスストアを利用して回収し、ご指定の口座に入金します。

家賃、お子さまの学費の仕送り等毎月の定期的なお支払いを、ご指定の日に自動的にお受取人の口座へ送金いたし
ます。

預金証書、株券、貴金属等の大切な財産や書類を災害・盗難から安全にお守りいたします。

お店の売上金等を営業時間外にお預かりいたします。翌営業日には、お客さまの口座に自動的に入金いたしますの
で安心してご利用いただけます。

窓口にご来店いただくことなくホームページより「77住宅ローン」、「77くらしあっぷローン」、「77ミニ・カードロー
ン」、「77モビット」のお申込み（仮審査申込み）ができるサービスです。

申込書を郵送するだけで「積立預金」、「77くらしあっぷローン」、「77ミニ・カードローン」、「77モビット」、「公
共料金自動支払・住所変更」、仙台市の「市税、国民健康保険の保険料口座振替」、「自動送金サービス」、「〈七十七〉
テレフォン・モバイル・インターネットバンキング」、「〈七十七〉ポイントセブン」をお申し込みいただける便利な
サービスです。

当行のキャッシュサービスコーナーで、提携カードのキャッシングサービスがご利用いただけます。
〈ご利用いただけるカード〉
JCBカード※、VISAカード※、DCカード※、UCカード、UFJカード※、日専連カード、ニコスカード※、ジャック
スカード、オリコカード、CFカード、オリックス・クレジットカード※、セゾンカード、イオンカード、ティーエ
スキュービックカード※、GCカード、GEカード、プロミスカード※、ほのぼのレイクのカード、アイフルカード、
アプラスカード※、OMCカード
※印のある提携カードは、「キャッシング（お借入）」に加え、「ご返済（入金）」も可能です。

お客さまの各種お取引項目（給与振込、年金振込、住宅ローンなど）をポイント化し、その合計ポイント数に応じ
て、金利や各種手数料などの優遇が受けられるおトクなサービスです。

当行で公的年金をお受け取りいただいている普通預金口座を対象として、1口座年間通算200万円を上限に、通帳
の盗難・紛失等により、不正に引き出された場合の損害額を補償します。（盗難・紛失等を当行に届け出た日から
10日前までの被害について補償します。）

通帳に1ヵ月の入金・出金の合計額とその差額を表示するサービスです。1ヵ月の収支が一目でわかり、通帳を家計
簿がわりにご利用いただけます。
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主な手数料一覧
内国為替手数料
振込手数料

〈七十七〉テレフォンバンキングご利用の場合 〈七十七〉
インターネットバンキング・
モバイルバンキング
ご利用の場合

オペレーター対応 自動音声対応

ATMご利用の場合

現金および他行
キャッシュカード

によるお振込

区分 金額区分 窓口ご利用の
場合

七十七銀行
同一店内あて

七十七銀行
本・支店あて

他行あて

3万円未満1件につき
3万円以上1件につき
3万円未満1件につき
3万円以上1件につき
3万円未満1件につき
3万円以上1件につき

210円
420円
315円
525円
630円
840円

105円
315円
105円
315円
420円
630円

無料
無料

105円
210円
315円
525円

105円
315円
105円
315円
420円
630円

無料
無料

105円
210円
315円
525円

無料
無料

105円
210円
315円
525円

※「同一店内あて」とは、受取人の口座のある本・支店（受取人の口座が出張所にある場合はその出張所）のATMまたは窓口でのお振込をさします。
〈「同一店内あて」扱いとならない場合〉
①異なる支店間、または支店と出張所間のお振込は「本・支店あて」となります。
②店舗外キャッシュサービスコーナーからのお振込の場合、そのキャッシュサービスコーナーに表示されている支店（※）以外へのお振込は「本・支店あて」となります。

※支店名は入口ドアまたはATM上部の表示をご覧ください。
③テレフォンバンキング・インターネットバンキング・モバイルバンキングご利用の場合、「代表口座」と同一の支店または出張所以外へのお振込は「本・支店あて」となります。

送金手数料

区分

本・支店あて
他行あて

単位 金額

送金小切手1通
420円
630円

区分

本・支店あて
他行あて

代金取立手数料

単位 同一手形
交換地域内

1通 210円
840円

至急扱い 普通扱い
左記以外

630円
420円

※同一手形交換地域内取立の場合、店頭で即時入金可能な場合は、手数料がかかりません。

※「お預け入れ（ゆうちょ銀行のキャッシュカードによるものを除く）」「通帳ご記帳」「残高照会」「口座間のお振替え」をご利用の場合には、ご利用手数料はかかりません。
※ATMの営業時間は設置場所により異なります。
※ご入金は21時までのお取扱いとなります。
※ゆうちょ銀行のキャッシュカードご利用の際の手数料はゆうちょ銀行所定の手数料となります。

CD・ATM利用手数料

時間帯
お引き出し・お振込み（1件につき）

当行カードご利用 他行カードご利用
お引き出し・お預け入れ（1件につき）
ゆうちょ銀行のキャッシュカードご利用

現金による
お振込み

105円
105円
無料

105円
105円
105円
105円
105円
105円

——

210円
105円
210円
210円
210円
210円
210円
——

210円
210円
105円
210円
105円
210円
210円

曜日毎に上記手数料がかかります

——

——

105円
無料
——

——

——

——

——

——

7:30〜  8:00
8:00〜  8:45
8:45〜18:00

18:00〜22:00
9:00〜14:00

14:00〜22:00
9:00〜22:00
9:00〜22:00
9:00〜22:00

平日

土曜日

日・祝日
12月31日

1月1日から3日

各種発行手数料 手形・小切手用紙交付等手数料
単位 金額種類

１冊、１枚
１枚

１通

１枚

通帳・証書再発行
キャッシュカード・ローンカード再発行

残高証明書発行

自己宛小切手発行

当行制定書式

当行制定外書式

1,050円
1,050円

420円
630円

2,100円
525円

継続発行
都度発行

単位 金額種類

１冊（50枚綴り） 2,100円約束手形・為替手形交付
一般当座小切手交付
手形・小切手記名判登録

１冊（50枚綴り） 2,100円
登録1件 5,250円

両替手数料（窓口での紙幣・硬貨への両替）
手数料ご希望の金種の合計枚数

無料
315円
630円
945円

50枚以下
51枚〜1,000枚
1,001枚〜2,000枚
2,001枚〜3,000枚

※1回の両替（両替および払戻し取引が複数の場合は合算）で希望される金種の合計枚数に応
じて上記手数料がかかります。

※なお、損券・損貨および記念硬貨の交換は無料です。

※上記の手数料には5％の消費税が含まれております。
※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

貸金庫等手数料
金額

種類により6ヵ月間   9,450円から
（詳しくは窓口にお問い合わせください。）貸金庫

基本料金 6ヵ月間 37,800円
夜間金庫専用入金票交付料 1冊8,400円夜間金庫

種類

両替機利用手数料（自動両替機（円貨））
手数料

200円
300円

1〜1,000枚以下
1,001枚〜1,500枚

ご希望の金種の合計枚数

※1回の両替で希望される金種の合計枚数に応じて上記手数料がかかります。
※両替1回あたりの最大枚数は1,500枚となります。
※「当行キャッシュカード」または「両替機専用カード」をカードリーダーに読み込ませるこ

とで、1日1回50枚までの両替は無料となります。
※自動両替機の利用に際しては、あらかじめ手数料相当分の100円硬貨をご準備願います。

（平成20年6月30日現在）

当行キャッシュカード
によるお振込

以降1,000枚毎に315円を加算いたします。
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営業概況と主要経営指標の推移（連結）

金融経済情勢
平成19年度におけるわが国の経済情勢をみますと、輸出の増加などを背景に基調としては回復を続けたものの、後半は世界的な

金融資本市場の混乱などに伴い回復テンポは鈍化しました。一方、主要営業基盤である宮城県の景況は、生産が増加傾向で推移し
たものの、公共投資が減少を続けたほか、原油・原材料価格の高騰が景況感の重しとなったことなどから、全体としてはやや足踏
み感がうかがわれる状況となりました。

こうしたなか、金利情勢については、長期金利が、海外における金利の低下や実体経済の減速感などを背景として、１％台前半
で推移する一方、短期金利は、ほぼ横ばい圏内で推移しました。また、株価は、米国景気の後退懸念のほか、住宅投資の減少など
から国内景気に対する見通しが慎重化し、昨年夏以降、低迷が続きました。この間、為替相場は、米国の利下げや金融環境の不透
明感の強まりを背景に、一時、12年５ヵ月ぶりに１ドル＝100円を割り込むなど、円高傾向で推移しました。

平成19年度の営業概況
平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）の業績は、次のとおりとなりました。
預金(譲渡性預金を含む)は、当年度中392億円増加し、当年度末残高は5兆693億円となりました。
一方、貸出金は、当年度中300億円増加し、当年度末残高は3兆1,467億円となり、有価証券の当年度末残高は、前年度末とほ

ぼ同水準の2兆686億円となりました。
なお、総資産の当年度末残高は、当年度中114億円増加し、5兆6,592億円となりました。
損益状況につきましては、厳しい経営環境のなか、資金運用・調達の効率化及び経費の節減に努め、経常収益は前年度比53億

64百万円増加して1,346億16百万円、他方、経常費用は前年度比47億15百万円増加して1,144億70百万円となり、この結
果、経常利益は前年度比6億49百万円増加して201億45百万円となりました。当期純利益は、前年度比20億60百万円増益の
123億21百万円となり、１株当たり当期純利益は32円47銭となりました。

また、国内基準による自己資本比率は、前年度末比0.19ポイント上昇して13.32％となりました。
当年度の事業の種類別セグメントの業績は、銀行業務では、経常収益は貸出金利息の増加による資金運用収益の増加を主因に、

前年度比59億96百万円増加して1,154億4百万円となり、経常利益は前年度比15億74百万円増加して198億72百万円となり
ました。一方、リース業務では、経常収益は前年度比70百万円減少して178億29百万円となり、経常利益は貸倒引当金繰入額の
増加等から前年度比9億41百万円減少して3百万円となりました。また、クレジットカード業務などその他金融関連業務では、経
常収益は前年度比4億84百万円減少して51億86百万円となりましたが、経常利益は前年度比22百万円増加して2億87百万円と
なりました。

当年度のキャッシュ・フローにつきましては、次のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び譲渡性預金の増加を主因に790億91百万円となり、前年度比1,394億43百万

円増加しました。
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り△997億55百万円となり、前年度比1,029億16百万円減少し

ました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により△29億30百万円となり、前年度比5億62百万円減少しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当年度中235億36百万円減少し、当年度末残高は654億17百万円となりました。

主要経営指標の推移

（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. 連結純資産額及び連結総資産額の算定にあたり、平成18年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。
 3. 連結自己資本比率は、平成18年度末から、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は国内基準を採用しておりま

す。なお、平成17年度以前は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成５年大蔵省告示第55号に定められた算式に基づき算出しております。また、当行は国内基準を採用しておりますが、
参考として国際統一基準で算出した連結自己資本比率を（ ）書きしております。

平成15年度
自平成15年4月  1日
至平成16年3月31日

平成16年度
自平成16年4月  1日
至平成17年3月31日

平成17年度
自平成17年4月  1日
至平成18年3月31日

平成18年度
自平成18年4月  1日
至平成19年3月31日

平成19年度
自平成19年4月  1日
至平成20年3月31日

連結経常収益 113,468 112,790 118,115 129,252 134,616
連結経常利益 18,228 18,188 18,065 19,496 20,145
連結当期純利益 12,339 9,044 9,415 10,261 12,321
連結純資産額 323,994 333,680 359,458 383,863 351,491
連結総資産額 5,404,205 5,616,224 5,551,935 5,647,770 5,659,213
連結自己資本比率(%)
国内基準 10.78 11.23 11.83 13.13 13.32

（国際統一基準） （12.42） （12.75） （13.43） （15.18） （14.42）

（単位：百万円）

〔 〕〔 〕〔 〕〔 〕〔 〕
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決算の状況（連結）

（単位：百万円）

会社法第444条第3項に定める当行の連結計算書類は、会社法第444条第4項の規定に基づき、監査法人トーマツの監
査を受けております。また、当行の平成18年度連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キ
ャッシュ・フロー計算書は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、平成19年度連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監
査法人トーマツの監査証明を受けております。

次の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は、上記の連結
財務諸表に基づいて作成しております。

連結貸借対照表
（資産の部）

（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

区 分
平成18年度

（平成19年3月31日）
平成19年度

（平成20年3月31日）
現金預け金 90,260 66,786
コールローン及び買入手形 182,313 164,268
買入金銭債権 27,019 15,109
商品有価証券 33,502 33,434
金銭の信託 50,768 43,876
有価証券 2,069,082 2,068,616
貸出金 3,116,695 3,146,776
外国為替 687 1,100
その他資産 28,135 40,825
有形固定資産 71,268 70,374

建物 14,942 13,542
土地 23,291 23,198
建設仮勘定 76 175
その他の有形固定資産 32,958 33,457

無形固定資産 3,302 4,518
ソフトウェア 2,896 4,123
その他の無形固定資産 405 395

繰延税金資産 2,361 19,314
支払承諾見返 34,532 36,221
貸倒引当金 △ 62,159 △ 52,008
資産の部合計 5,647,770 5,659,213

区 分
平成18年度

（平成19年3月31日）
平成19年度

（平成20年3月31日）
預金 4,732,638 4,765,855
譲渡性預金 297,500 303,520
コールマネー及び売渡手形 62,605 79,134
債券貸借取引受入担保金 13,029 10,173
借用金 15,572 16,464
外国為替 70 222
その他負債 57,797 54,407
役員賞与引当金 50 49
退職給付引当金 39,034 40,079
役員退職慰労引当金 1,126 1,255
睡眠預金払戻損失引当金 ――― 144
偶発損失引当金 ――― 193
繰延税金負債 9,947 ―――
支払承諾 34,532 36,221

〔負債の部合計〕 5,263,906 5,307,722
資本金 24,658 24,658
資本剰余金 7,845 7,848
利益剰余金 258,706 268,181
自己株式 △ 1,971 △ 2,051
株主資本合計 289,239 298,638
その他有価証券評価差額金 85,706 44,289
繰延ヘッジ損益 8 △ 429
評価・換算差額等合計 85,715 43,860
少数株主持分 8,908 8,992

〔純資産の部合計〕 383,863 351,491
負債及び純資産の部合計 5,647,770 5,659,213
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（単位：百万円）連結損益計算書

区 分
平成18年度

自平成18年4月 1日
至平成19年3月31日

平成19年度
自平成19年4月 1日
至平成20年3月31日

経常収益 129,252 134,616
資金運用収益 87,908 94,835

貸出金利息 57,684 63,745
有価証券利息配当金 29,563 30,117
コールローン利息及び買入手形利息 395 719
預け金利息 0 2
その他の受入利息 264 250

役務取引等収益 17,664 17,307
その他業務収益 18,737 18,936
その他経常収益 4,941 3,536

経常費用 109,755 114,470
資金調達費用 9,278 16,484

預金利息 4,354 10,951
譲渡性預金利息 649 1,566
コールマネー利息及び売渡手形利息 3,458 2,957
債券貸借取引支払利息 392 529
借用金利息 159 212
その他の支払利息 264 268

役務取引等費用 4,777 5,755
その他業務費用 18,894 17,369
営業経費 61,912 62,978
その他経常費用 14,892 11,882

貸倒引当金繰入額 9,991 5,272
その他の経常費用 4,900 6,609

経常利益 19,496 20,145
特別利益 99 24

固定資産処分益 86 18
償却債権取立益 12 6

特別損失 1,366 364
固定資産処分損 235 193
減損損失 233 82
その他の特別損失 897 89

税金等調整前当期純利益 18,229 19,805
法人税、住民税及び事業税 5,315 6,213
法人税等調整額 2,161 1,148
少数株主利益 490 123
当期純利益 10,261 12,321

〔 〕 〔 〕
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（単位：百万円）

連結株主資本等変動計算書
平成18年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

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

平成18年3月31日残高 24,658 7,841 250,760 △ 1,586 281,674
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） ――― ――― △ 1,138 ――― △ 1,138
剰余金の配当 ――― ――― △ 1,138 ――― △ 1,138
役員賞与（注） ――― ――― △ 38 ――― △ 38
当期純利益 ――― ――― 10,261 ――― 10,261
自己株式の取得 ――― ――― ――― △ 390 △ 390
自己株式の処分 ――― 3 ――― 6 9
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ――― ――― ――― ――― ―――

連結会計年度中の変動額合計 ――― 3 7,945 △ 384 7,565
平成19年3月31日残高 24,658 7,845 258,706 △ 1,971 289,239

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 77,783 ――― 77,783 8,144 367,603
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） ――― ――― ――― ――― △ 1,138
剰余金の配当 ――― ――― ――― ――― △ 1,138
役員賞与（注） ――― ――― ――― ――― △ 38
当期純利益 ――― ――― ――― ――― 10,261
自己株式の取得 ――― ――― ――― ――― △ 390
自己株式の処分 ――― ――― ――― ――― 9
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 7,922 8 7,931 763 8,695

連結会計年度中の変動額合計 7,922 8 7,931 763 16,260
平成19年3月31日残高 85,706 8 85,715 8,908 383,863

（注）剰余金の配当及び役員賞与は、平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

（単位：百万円）平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

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

平成19年3月31日残高 24,658 7,845 258,706 △ 1,971 289,239
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 ――― ――― △ 2,845 ――― △ 2,845
当期純利益 ――― ――― 12,321 ――― 12,321
自己株式の取得 ――― ――― ――― △ 90 △ 90
自己株式の処分 ――― 3 ――― 10 13
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ――― ――― ――― ――― ―――

連結会計年度中の変動額合計 ――― 3 9,475 △ 79 9,398
平成20年3月31日残高 24,658 7,848 268,181 △ 2,051 298,638

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高 85,706 8 85,715 8,908 383,863
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 ――― ――― ――― ――― △ 2,845
当期純利益 ――― ――― ――― ――― 12,321
自己株式の取得 ――― ――― ――― ――― △ 90
自己株式の処分 ――― ――― ――― ――― 13
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △ 41,417 △ 437 △ 41,855 84 △ 41,770

連結会計年度中の変動額合計 △ 41,417 △ 437 △ 41,855 84 △ 32,372
平成20年3月31日残高 44,289 △ 429 43,860 8,992 351,491
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（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

区 分
平成18年度

自平成18年4月 1日
至平成19年3月31日

平成19年度
自平成19年4月 1日
至平成20年3月31日

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 18,229 19,805
減価償却費 14,351 14,917
減損損失 233 82
貸倒引当金の増減（△）額 △ 7,410 △ 10,150
偶発損失引当金の増減（△）額 ――― 193
役員賞与引当金の増減（△）額 50 △ 0
退職給付引当金の増減（△）額 1,535 1,044
役員退職慰労引当金の増減（△）額 1,040 129
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）額 ――― 144
資金運用収益 △ 87,908 △ 94,835
資金調達費用 9,278 16,484
有価証券関係損益（△） △ 439 793
金銭の信託の運用損益（△） △ 2,445 △ 1,260
為替差損益（△） △ 1,807 14,983
固定資産処分損益（△） 148 175
貸出金の純増（△）減 △ 49,941 △ 30,080
預金の純増減（△） 11,391 33,217
譲渡性預金の純増減（△） 71,220 6,020
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 122 891
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △ 334 △ 62
コールローン等の純増（△）減 △ 112,480 29,956
コールマネー等の純増減（△） △ 8,866 16,529
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 4,276 △ 2,855
商品有価証券の純増（△）減 △ 13,473 67
外国為替（資産）の純増（△）減 528 △ 412
外国為替（負債）の純増減（△） △ 110 151
資金運用による収入 86,123 95,193
資金調達による支出 △ 7,489 △ 14,561
その他 20,365 △ 11,945
役員賞与の支払額 △ 51 ―――

小計 △ 53,865 84,614
法人税等の支払額 △ 6,487 △ 5,523

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 60,352 79,091
Ⅱ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 △ 388,676 △ 377,295
有価証券の売却による収入 105,315 76,245
有価証券の償還による収入 298,778 217,409
金銭の信託の増加による支出 △ 1,000 △ 1,000
金銭の信託の減少による収入 2,519 1,339
有形固定資産の取得による支出 △ 14,430 △ 14,824
有形固定資産の売却による収入 1,899 793
無形固定資産の取得による支出 △ 1,244 △ 2,423

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,161 △ 99,755
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 93 △ 90
自己株式の売却による収入 9 13
配当金の支払額 △ 2,275 △ 2,845
少数株主への配当金の支払額 △ 8 △ 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,368 △ 2,930
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 8 58
Ⅴ現金及び現金同等物の増減（△）額 △ 59,567 △ 23,536
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 148,521 88,954
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 88,954 65,417

〔 〕 〔 〕
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（平成19年度）

1．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社 7社

七十七ビジネスサービス株式会社
七十七スタッフサービス株式会社
七十七事務代行株式会社
七十七リース株式会社
七十七信用保証株式会社
七十七コンピューターサービス株式会社
株式会社七十七カード

（2）非連結子会社 該当ありません。
2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社 該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社 該当ありません。
（3）持分法非適用の非連結子会社 該当ありません。
（4）持分法非適用の関連会社 該当ありません。
3．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は次のとおりであります。
３月末日 7社

4．会計処理基準に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により
行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
 イ  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時
価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行
っております。

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。

 ロ  金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的
の金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記イの
うちのその他有価証券と同じ方法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。

（4）減価償却の方法
イ  有形固定資産

当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 5年～31年
動 産 4年～20年
連結子会社の有形固定資産については、主として定率法により償却してお
ります。なお、リース資産については、リース期間を償却年数とし、リー
ス期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法により償却しており
ます。

（会計方針の変更）
当行及び連結子会社は、平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日
以後に取得した有形固定資産（当行の建物及びリース資産を除く）につい
ては、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上してお
ります。これにより、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、従来の方
法によった場合に比べ163百万円減少しております。

（追加情報）
同改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した
有形固定資産（当行の建物及びリース資産を除く）については、償却可能
限度額に達した連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価を５年間で
均等償却しております。これにより、経常利益及び税金等調整前当期純利
益は、従来の方法によった場合に比べ52百万円減少しております。

ロ 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（５年）
に基づいて償却しております。また、リース資産については、リース期間
を償却年数とする定額法により償却しております。

（5）貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計
上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者に係る債権については、債権額から、担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査して
おり、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
連結子会社の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権につ
いては過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞ
れ引き当てております。

（6）役員賞与引当金の計上基準
役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、
当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

（7）退職給付引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

 数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間
内の一定の年数（10年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

（8）役員退職慰労引当金の計上基準
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期
末要支給額を計上しております。

（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しておりま
す。

（追加情報）
従来、睡眠預金払戻損失は、支出時に費用処理をしておりましたが、「租税特
別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
報告第42号平成19年４月13日）が平成19年４月１日以後開始する事業年
度から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同報告を適
用しております。
これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は55百万円、特別損失は
89百万円それぞれ増加し、経常利益は55百万円、税金等調整前当期純利益
は144百万円それぞれ減少しております。
なお、当下期において睡眠預金の払出しに関するデータの整備分析が行われ、
引当金額の合理的算定が可能になったことから、当下期より引当金の計上を
行っております。従って、当中間連結会計期間は変更後の方法によった場合
に比べその他経常費用が33百万円、特別損失が89百万円それぞれ少なく、
経常利益が33百万円、税金等調整前中間純利益が122百万円それぞれ多く
計上されております。

（10）偶発損失引当金の計上基準
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、
対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を
計上しております。

（追加情報）
平成19年10月１日から信用保証協会保証付きの新規融資を対象に責任共有
制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度より偶発損失引当金を計上し
ております。
これにより、経常利益及び税金等調整前当期純利益は193百万円減少してお
ります。

（11）外貨建資産・負債の換算基準
外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付し
ております。

（12）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によってお
ります。

（13）重要なヘッジ会計の方法
イ  金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、
原則として繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほ
か、「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）に基づき処理
しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する
ヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金
利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評
価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、
ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の
評価をしております。
このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払
条件及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、
金利スワップの特例処理を行っております。

ロ  為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会
計の方法は、「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）に
規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について
は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替ス
ワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に
見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認すること
によりヘッジの有効性を評価しております。

（14）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方
式によっております。ただし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税
等は当連結会計年度の費用に計上しております。

5．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現
金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
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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（平成19年度）

（金融商品に関する会計基準）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及び「金融商品会計に関す
る実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）等における有価証
券の範囲に関する規定が一部改正され（平成19年６月15日付及び同７月４日付）、
金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度から適用されることになったこと
に伴い、当連結会計年度から改正会計基準及び実務指針を適用しております。

注記事項（平成19年度）
（連結貸借対照表関係）

1． 貸出金のうち、破綻先債権額は6,377百万円、延滞債権額は94,388百万円
であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以
下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第
４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務
者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金
以外の貸出金であります。

2． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は513百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か
ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの
であります。

3． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は37,020百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。

4． 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
の合計額は138,300百万円であります。
なお、上記1．から4．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

5． 手形割引は、「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）に基づき、
金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は24,465百万円であります。

6．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 126,221百万円
その他資産 142百万円

担保資産に対応する債務
預金 44,155百万円
債券貸借取引受入担保金 10,173百万円

上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
有価証券131,709百万円を差し入れております。
なお、その他資産のうち保証金は83百万円であります。

7． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融
資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない
限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、1,451,157百万円であります。このう
ち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
1,426,699百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結
子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること
ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて
いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の
見直し、与信保全上の措置等を講じております。

8．有形固定資産の減価償却累計額 114,036百万円
9．有形固定資産の圧縮記帳額 7,870百万円

（当連結会計年度圧縮記帳額 ―百万円）
10． 借用金には、未経過リース期間に係るリース契約債権1,292百万円を担保に

供している借入金871百万円が含まれているほか、未経過リース期間に係る
リース契約債権14,308百万円を担保に提供する債権譲渡予約を行っている
借入金11,924百万円が含まれております。
また、借用金には、リース契約債権の債権流動化による債務640百万円が含
まれております。なお、これにより譲渡したリース契約債権の当連結会計年
度末残高は814百万円であります。

11． 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）
による社債に対する当行の保証債務の額は14,388百万円であります。

（連結損益計算書関係）
1．その他の経常費用には、債権売却損4,940百万円を含んでおります。
2． その他の特別損失は、睡眠預金払戻損失引当金繰入額のうち過年度分相当額

89百万円であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）
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）

前連結会計年度末
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要

発行済株式
普通株式 383,278 ――― ――― 383,278
合計 383,278 ――― ――― 383,278

自己株式
普通株式 3,785 119 19 3,885 （注）
合計 3,785 119 19 3,885

（注） 自己株式（普通株式）の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少
は単元未満株式の買増請求に応じたものであります。

2． 配当に関する事項
（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
金額（円） 基 準 日 効力発生日

平成19年
6月28日
定時株主総会

普通株式 1,517 4 平成19年
3月31日

平成19年
6月29日

平成19年
11月15日
取締役会

普通株式 1,327 3.5 平成19年
9月30日

平成19年
12月7日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結
会計年度の末日後となるもの

（決議） 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資 １株当たりの

金額（円） 基準日 効力発生日

平成20年
6月27日
定時株主総会

普通株式 1,327 利益剰余金 3.5 平成20年
3月31日

平成20年
6月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との
関係
平成20年３月31日現在

現金預け金勘定   66,786百万円 
預け金（日銀預け金を除く）  △1,368百万円 
現金及び現金同等物  65,417百万円 

（リース取引関係）
1． リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引
（借手側）
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び年度末残高相当額
取得価額相当額

動 産  7,705百万円 
その他  222百万円 
合 計  7,928百万円

減価償却累計額相当額 
動 産  2,457百万円 
その他  120百万円 
合 計  2,578百万円

減損損失累計額相当額
動 産  ―百万円 
その他  ―百万円 
合 計  ―百万円

年度末残高相当額
動 産  5,248百万円 
その他  101百万円 
合 計  5,350百万円

・未経過リース料年度末残高相当額
１年内 1,398百万円 
１年超  4,098百万円 
合 計  5,497百万円

・リース資産減損勘定年度末残高  ―百万円
・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失
支払リース料  1,555百万円 
リース資産減損勘定の取崩額  ―百万円 
減価償却費相当額  1,420百万円 
支払利息相当額  206百万円 
減損損失  ―百万円 
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・ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各
連結会計年度への配分方法については、利息法によっております。

（貸手側）
・リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び年度末残高

取得価額
動 産  68,961百万円
その他  6,309百万円 
合 計  75,270百万円

減価償却累計額 
動 産  41,218百万円 
その他  3,630百万円 
合 計  44,849百万円 

減損損失累計額
動 産  ―百万円 
その他  ―百万円 
合 計  ―百万円

年度末残高
動 産  27,742百万円
その他  2,679百万円
合 計  30,421百万円

・未経過リース料年度末残高相当額
１年内 9,464百万円 
１年超   21,722百万円  
合 計   31,186百万円 

・受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
受取リース料 11,975百万円
減価償却費  10,399百万円 
受取利息相当額  1,474百万円

・利息相当額の算定方法
  リース料総額と見積残存価額の合計からリース物件の購入価額を控除した額

を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっ
ております。

2．オペレーティング・リース取引
（貸手側）
・ 未経過リース料

１年内 77百万円
１年超 73百万円
合 計 150百万円

（有価証券関係）
※1． 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金銭

債権」中のその他買入金銭債権を含めて記載しております。
※2． 「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」については、財務諸表にお

ける注記事項として記載しております。

1．売買目的有価証券（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の
損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券 33,434 34

2．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）
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額 うち益 うち損

国債 7,411 7,479 67 68 0
地方債 1,699 1,700 1 2 0
合計 9,110 9,179 69 71 1

（注）１.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。
２.「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

3．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） （単位：百万円）

取得原価 連結貸借対照表
計上額 評価差額 うち益 うち損

株式 82,838 163,734 80,895 81,808 912
債券 1,637,826 1,642,197 4,371 22,245 17,873

国債 978,911 973,155 △5,755 11,201 16,957
地方債 91,146 92,620 1,474 1,580 105
社債 567,769 576,421 8,652 9,463 810

その他 252,968 236,256 △16,711 1,393 18,105
合計 1,973,633 2,042,188 68,555 105,447 36,891

（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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
３. 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について937

百万円減損処理を行っております。

売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて、時価が50％以
上下落した銘柄についてはすべて、また、これ以外で、時価が30％以上下落した
銘柄については、過去の一定期間の下落率を勘案し、価格回復の可能性の認められ
ないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

4． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） （単位：百万円）

売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他有価証券 87,917 1,762 1,324

5．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額
（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

金 額
満期保有目的の債券

貸付債権信託受益権 2,276
その他有価証券

非上場株式 2,744
公募債以外の内国非上場債券 14,388
投資事業組合出資金 185

6．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額
（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

債券 156,590 766,744 483,150 259,211
国債 85,616 416,780 218,959 259,211
地方債 636 44,685 48,998 ―――
社債 70,337 305,278 215,193 ―――

その他 12,801 74,793 90,232 ―――
合計 169,391 841,537 573,382 259,211

（金銭の信託関係）
1． 運用目的の金銭の信託（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の
損益に含まれた評価差額

運用目的の金銭の信託 20,287 △2,570

2．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

取得原価 連結貸借対照表
計上額 評価差額 うち益 うち損

その他の
金銭の信託 19,635 23,588 3,953 3,953 ―――

（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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
3.当連結会計年度において、その他の金銭の信託の信託財産を構成している

有価証券で時価のある株式について412百万円減損処理を行っております。

その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券のうち時価のあるものにつ
いて、時価が50％以上下落した銘柄についてはすべて、また、これ以外で、時価
が30％以上下落した銘柄については、過去の一定期間の下落率を勘案し、価格回
復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

（その他有価証券評価差額金）
その他有価証券評価差額金（平成20年3月31日現在）
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおり
であります。
 （単位：百万円）

評価差額 72,508
その他有価証券 68,555
その他の金銭の信託 3,953

（△）繰延税金負債 28,195
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 44,313

（△）少数株主持分相当額 23
その他有価証券評価差額金 44,289

（デリバティブ取引関係）
1．取引の状況に関する事項（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）
（1）取引の内容

当行が利用しているデリバティブ取引は、金利関連取引では金利スワップ取
引・金利キャップ取引・コーラブルスワップ取引、債券関連取引では債券先
物取引・債券店頭オプション取引、通貨関連取引では外国為替先物予約取
引・通貨オプション取引・通貨スワップ取引であります。
なお、連結子会社においては、デリバティブ取引を行っておりません。
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（2）取引に対する取組方針・利用目的
当行は、貸出金・預金や保有しております有価証券に係る金利リスクをヘッ
ジする目的で金利スワップ取引、コーラブルスワップ取引、債券先物取引及
び債券店頭オプション取引を、外貨建資産・負債に係る為替リスクをヘッジ
する目的で外国為替先物予約取引や通貨オプション取引を利用しております。
ヘッジ目的以外では、取引先のニーズに応えるため取引先との間で金利スワ
ップ取引、金利キャップ取引、外国為替先物予約取引、通貨スワップ取引及
び通貨オプション取引を、収益確保や短期的な売買差益を獲得する目的（デ
ィーリング取引）で債券先物取引、債券店頭オプション取引及び外国為替先
物予約取引を行っております。
なお、ヘッジ取引は、リスク管理基本方針等に定めるヘッジ方針に基づき実施
しており、「金融商品に関する会計基準」に定める要件を満たしているものは 

「ヘッジ会計」を適用しております。また、ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対
象の金利リスクが減殺されているかどうかを四半期毎に検証しております。

（3）取引に係るリスクの内容
当行が利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包
しております。市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等、市場の
リスクファクターの変動により保有するポジションの価値が変動し損失を被
るリスクであり、信用リスクとは、相手方の債務不履行等により、保有して
いるポジションの価値が減少・消失し、損失を被るリスクであります。

（4）リスク管理体制
①基本方針等の制定

当行は、リスク管理基本方針を制定し、リスクの種類とその管理手法等を定
めるとともに、デリバティブ取引については、業務運営基準や与信管理ルー
ル等を制定し、厳正な運用・管理を行っております。

②組織・報告体制
当行では、リスクの厳格な管理を行うため、市場取引に関する組織を、取引
の約定を行うフロントオフィス（資金証券部）と勘定処理や取引の照合等を
行うバックオフィス（市場国際部）とに分離するとともに、市場取引部署か
ら独立したリスク管理部署（リスク統轄部）を設置し、市場取引における相
互牽制が働く管理体制を構築しております。
リスク管理部署は、当行全体の市場リスクを統合的に管理するとともに、資
金証券部に担当者を駐在させ、運用基準等の遵守状況やポジションの管理、
損益状況の把握等オンサイトでのモニタリングを実施しております。各取引
のポジション、損益状況、リスク量、契約先毎の残高等につきましては、リ
スク管理部署からALM委員会等を通じて定期的に取締役（会）等へ報告がな
されております。

（5）「２.取引の時価等に関する事項」の補足説明
「契約額等」は、デリバティブ取引における名目上の契約額または計算上の想定
元本であり、それ自体が市場リスク・信用リスク額を示すものではありません。

2． 取引の時価等に関する事項
（1）金利関連取引（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

区
分 種類 契約額等 時価 評価損益うち１年超

取

引

所

金利先物
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

金利オプション
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

店

頭

金利先渡契約
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

金利スワップ
受取固定・支払変動 3,560 3,560 40 40
受取変動・支払固定 12,210 11,410 △55 △55
受取変動・支払変動 ――― ――― ――― ―――

金利オプション
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

金利スワップション
売建 2,900 ――― △10 △10
買建 2,900 ――― 10 10

その他
売建 389 389 △1 7
買建 389 389 1 △2

合計 △14 △9

（注）1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を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、上記記
載から除いております。

2.時価の算定
店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル
等により算定しております。

（2）通貨関連取引（平成20年３月31日現在） （単位：百万円）

区
分 種類 契約額等 時価 評価損益うち１年超

取

引

所

通貨先物
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

通貨オプション
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

店

頭

通貨スワップ 40,548 40,548 95 95
為替予約

売建 10,570 270 370 370
買建 2,642 270 △41 △41

通貨オプション
売建 12,155 9,844 △1,055 △13
買建 12,155 9,844 1,055 210

その他
売建 ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ―――

合計 424 621

（注）1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を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）に基づきヘッジ会計を適用している為替スワップ取引及び外貨建
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連結貸
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。

2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要

当行及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職
一時金制度を設けております。

2．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

区 分 平成19年度
（平成20年３月31日）

退職給付債務 （A） △ 97,618
年金資産 （B） 41,032
未積立退職給付債務 （C）＝（A）＋（B） △ 56,586
会計基準変更時差異の未処理額 （D） ―――
未認識数理計算上の差異 （E） 16,506
未認識過去勤務債務 （F） ―――
連結貸借対照表計上額純額 （G）＝（C）＋（D）

＋（E）＋（F）
△ 40,079

前払年金費用 （H） ―――
退職給付引当金 （G）－（H） △ 40,079

（注）1. 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。
2.連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

また、一部の連結子会社が採用している総合設立型厚生年金基金制度に係
る年金資産（前連結会計年度305百万円）は、上記の年金資産の額に含め
ておりません。
なお、当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その
２）」（企業会計基準第14号平成19年５月15日）を適用しておりますが、
重要性が低いため積立状況に関する事項等の記載は省略しております。

3．退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

区 分
平成19年度

自 平成19年４月 １ 日
至 平成20年３月31日

勤務費用 2,040
利息費用 1,928
期待運用収益 △1,624
過去勤務債務の費用処理額 ―――
数理計算上の差異の費用処理額 2,143
退職給付費用 4,487

（注）１.厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
２.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」

に含めて計上しております。

〔 〕
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4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

区 分 平成19年度
（1） 割引率 2.0％
（2） 期待運用収益率 3.5％
（3） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
（4） 過去勤務債務の額の処理年数 ―――
（5） 数理計算上の差異の処理年数 10年（各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理することと
しております。）

（税効果会計関係）
1． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金  17,830百万円 
退職給付引当金  16,206百万円 
減価償却  8,917百万円 
有価証券償却  2,632百万円 
賞与引当金  977百万円 
その他 5,120百万円 

繰延税金資産小計  51,684百万円 
評価性引当額  △3,572百万円 
繰延税金資産合計  48,112百万円 
繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △28,195百万円 
固定資産圧縮積立金  △602百万円 

繰延税金負債合計    △28,797百万円 
繰延税金資産の純額  19,314百万円

2． 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率  40.6%

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目  0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △3.1% 
住民税均等割額  0.3% 
法人税額の特別控除額  △1.7% 
その他  0.4% 
税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.2% 

（関連当事者との取引）
役員及び個人主要株主等

属性 会社等
の名称 住所

資本金又
は出資金

（百万円）

事業の
内容

又は職業

議決権等の
所有（被所有）

割合（％）

関係内容 取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

役員

丸森 仲吾 ― ―

当行
取締役会長

仙台
商工会議所

会頭

被所有
直接0.07 ― ―

仙台商工
会議所へ
の資金の

貸付
18 貸出金 12

青木 讓 ― ―
当行監査役

東日本
興業㈱

取締役会長

被所有
直接0.00 ― ―

東日本興
業㈱への
資金の貸

付
3,169 貸出金 3,133

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等

（ 当該 会
社の子会
社 を 含
む）

㈱藤崎 仙台市
青葉区 400 百貨店

所有
直接0.66

被所有
直接0.05

― ―

資金の
貸付 4,536 貸出金 4,385

私募債の
引受 442 有価証券

（社債） 450

㈱フジ・ス
タイリング

仙台市
泉区 38 紳士服縫製 ― ― ― 資金の

貸付 341 貸出金 330

㈱藤崎エー
ジェンシー

仙台市
青葉区 50

百貨店友の
会運営・

保険代理店
― ― ― 債務の

保証 288 支払承諾
見返 300

㈱壹岐
砂利店

仙台市
太白区 10 砂利販売 ― ― ―

資金の
貸付 206 貸出金 224

債務の
保証 70 支払承諾

見返 70

医療法人
社団昌慶会

宮城県
大河原町 10 歯科

診療所 ― ― ― 資金の
貸付 36 貸出金 34

（注）１.取引金額は平均残高を記載しております。
2.青木讓氏は、平成19年６月28日付で任期満了により当行監査役を退任し

ておりますので、取引金額については同日までのものを、期末残高につい
ては同日現在の残高をそれぞれ記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
一般の取引と同様な条件で行っております。なお、役員との取引は、第三者の代表
者として行った取引であります。

（1株当たり情報）

平成19年度
自 平成19年４月 １ 日
至 平成20年３月31日

１株当たり純資産額 902円75銭
１株当たり当期純利益 32円47銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―――

（注）１. １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のと
おりであります。

（1）１株当たり純資産額

平成19年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 351,491百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 8,992百万円

うち少数株主持分 8,992百万円
普通株式に係る期末の純資産額 342,498百万円
普通株式の期末株式数 379,393千株

（2）１株当たり当期純利益

平成19年度
自 平成19年４月 １ 日
至 平成20年３月31日

当期純利益 12,321百万円
普通株主に帰属しない金額 ―――
普通株式に係る当期純利益 12,321百万円
普通株式の期中平均株式数 379,431千株

２.潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載してお
りません。
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リスク管理債権（連結）
（単位：億円）

平成18年度
（平成19年3月31日）

平成19年度
（平成20年3月31日）

破綻先債権額 46 63
延滞債権額 1,001 943
3カ月以上延滞債権額 5 5
貸出条件緩和債権額 460 370
合計 1,513 1,383

連結自己資本比率（国内基準） （単位：百万円）

項 目 平成18年度
（平成19年3月31日）

平成19年度
（平成20年3月31日）

基本的項目
（Tier１）

資本金 24,658 24,658
うち非累積的永久優先株 ─── ─── 

新株式申込証拠金 ─── ───
資本剰余金 7,845 7,848
利益剰余金 258,706 268,181
自己株式（△） 1,971 2,051
自己株式申込証拠金 ─── ───
社外流出予定額（△） 1,526 1,336
その他有価証券の評価差損（△） ─── ───
為替換算調整勘定 ─── ───
新株予約権 ─── ───
連結子法人等の少数株主持分 8,854 8,969

うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ─── ───
営業権相当額（△） ─── ───
のれん相当額（△） ─── ───
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ─── ───
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ─── ───

計 （Ａ） 296,567 306,270
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ─── ───

補完的項目
（Tier２）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 ─── ───
一般貸倒引当金 23,097 21,357
負債性資本調達手段等 ─── ───

うち永久劣後債務（注2） ─── ───
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） ─── ───

計 23,097 21,357
うち自己資本への算入額 （Ｂ） 14,768 15,000

控除項目 控除項目（注4） （Ｃ） 893 1,408
自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （Ｄ） 310,442 319,862

リスク・アセット等

資産（オン・バランス）項目 2,144,711 2,178,112
オフ・バランス取引等項目 49,084 50,645
信用リスク・アセットの額  （Ｅ） 2,193,795 2,228,757
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（Ｇ）/8％） （Ｆ） 169,120 171,327

（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （Ｇ） 13,529 13,706
※計（Ｅ）＋（Ｆ） （Ｈ） 2,362,915 2,400,084

連結自己資本比率（国内基準）＝Ｄ/Ｈ×100（％） 13.13 13.32
（参考） Tier１比率＝Ａ/Ｈ×100（％） 12.55 12.76

自己資本比率（連結）

（注）   1.告示第28条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資
証券を含む。）であります。

2.告示第29条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
（2）一定の場合を除き、償還されないものであること
（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
（4）利払い義務の延期が認められるものであること
3.告示第29条第１項第４号及び第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超えるものに限られております。
4.告示第31条第１項第１号から第６号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第２号に規定するものに対する投資に相当す

る額が含まれております。
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セグメント情報（連結）

（単位：百万円）

1. 事業の種類別セグメント情報

（単位：百万円）

銀行業務 リース業務 その他 計 消去又は全社 連結
Ⅰ経常収益及び経常利益

経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 114,822 16,181 3,612 134,616 ─── 134,616
（2）セグメント間の内部経常収益 581 1,648 1,574 3,804 （ 3,804） ───

計 115,404 17,829 5,186 138,421 （ 3,804） 134,616
経常費用 95,532 17,826 4,899 118,258 （ 3,787） 114,470
経常利益 19,872 3 287 20,162 （   17） 20,145

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産 5,623,738 40,302 21,703 5,685,743 （26,529）5,659,213
減価償却費 3,683 11,211 22 14,917 ─── 14,917
減損損失 82 ─── ─── 82 ─── 82
資本的支出 3,125 13,567 4 16,696 （ 18） 16,677

平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

（注）   1.業務区分は、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」はクレジットカード業務等であります。
 2.上記の連結会計年度におきましては、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 所在地別セグメント情報
平成18年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。
平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

3. 国際業務経常収益
平成18年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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。
平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31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。

銀行業務 リース業務 その他 計 消去又は全社 連結
Ⅰ経常収益及び経常利益

経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 108,896 16,587 3,768 129,252 ─── 129,252
（2）セグメント間の内部経常収益 512 1,312 1,901 3,726 （ 3,726） ───

計 109,408 17,899 5,670 132,978 （ 3,726） 129,252
経常費用 91,110 16,954 5,405 113,470 （ 3,714） 109,755
経常利益 18,298 944 265 19,508 （   11） 19,496

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産 5,613,609 39,189 21,960 5,674,759 （26,989）5,647,770
減価償却費 3,163 11,164 23 14,351 ─── 14,351
減損損失 233 ─── ─── 233 ─── 233
資本的支出 2,647 12,435 6 15,090 （ 10） 15,079

平成18年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
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主要経営指標の推移（単体）
（単位：百万円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

経常収益 95,538 94,275 99,474 109,342 115,454

業務純益 33,879 34,757 28,488 26,218 29,727

経常利益 16,423 16,800 16,032 18,174 19,788

当期純利益 12,132 8,922 9,238 10,161 12,227

（単位：百万円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

純資産額 323,317 332,888 358,494 373,841 341,294

総資産額 5,375,563 5,585,447 5,519,325 5,613,481 5,623,641

預金残高 4,749,843 4,803,996 4,723,434 4,734,276 4,767,615

貸出金残高 3,135,513 3,221,000 3,082,584 3,131,843 3,162,531

有価証券残高 1,713,957 1,917,732 2,060,999 2,060,970 2,059,462

資本金 24,658 24,658 24,658 24,658 24,658
（発行済株式総数） （383,278千株）  （383,278千株）  （383,278千株）  （383,278千株） （383,278千株）

自己資本比率（％）
国内基準 10.60 11.04 11.59 12.91 13.10

（国際統一基準） （12.23） （12.53）  （13.17）  （14.95）  （14.17）

（単位：円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

1株当たり純資産額 850.20 875.64 943.21 985.10 899.58

1株当たり配当額 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
（うち1株当たり中間配当額） （3.00） （3.00） （3.00） （3.00） （3.50）
1株当たり当期純利益 31.79 23.39 24.22 26.74 32.22

配当性向（％） 18.87 25.65 24.77 26.17 21.72

従業員数（人） 2,796 2,707 2,635 2,623 2,609
（注）   1.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.純資産額及び総資産額の算定にあたり、平成19年３月から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

3.「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」（以下、「１株当たり情報」という。）の算定に当たっては「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業
会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。１株当たり純資産額は、企業
会計基準適用指針第４号が改正されたことに伴い、平成19年３月から繰延ヘッジ損益を含めて算出しております。

4.平成19年度中間配当についての取締役会決議は平成19年11月15日に行いました。
5.潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
6.単体自己資本比率は、平成19年３月から、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は

国内基準を採用しております。なお、平成18年３月以前は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成５年大蔵省告示第55号に定められた算式に基づき算出してお
ります。また、当行は国内基準を採用しておりますが、参考として国際統一基準で算出した単体自己資本比率を（ ）書きしております。

7.従業員数は、就業人員数を表示しております。
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決算の状況

当行の会社法第435条第2項に定める計算書類は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、監査法人トーマツの
監査を受けております。また、当行の平成18年度貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表は、
証券取引法第193条の2の規定に基づき、平成19年度貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表
は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人トーマツの監査証明を受けております。

次の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、上記の財務諸表に基づいて作成しております。

（単位：百万円）

貸借対照表
（資産の部）

区 分
平成18年度

（平成19年3月31日）
平成19年度

（平成20年3月31日）
現金預け金 90,102 66,716

現金 54,807 48,824
預け金 35,295 17,892

コールローン 182,313 164,268
買入金銭債権 27,019 15,109
商品有価証券 33,502 33,434

商品国債 2,330 1,831
商品地方債 194 1,622
その他の商品有価証券 30,976 29,980

金銭の信託 50,768 43,876
有価証券 2,060,970 2,059,462

国債 1,046,135 973,155
地方債 101,263 92,620
短期社債 8,996 ───
社債 471,163 590,809
株式 202,522 166,435
その他の証券 230,889 236,441

貸出金 3,131,843 3,162,531
割引手形 33,768 24,465
手形貸付 249,557 216,900
証書貸付 2,340,189 2,437,674
当座貸越 508,327 483,490

外国為替 687 1,100
外国他店預け 554 999
買入外国為替 16 26
取立外国為替 116 74

その他資産 15,912 28,560
未決済為替貸 9 5
前払費用 23 23
未収収益 9,710 9,421
金融派生商品 264 1,851
その他の資産 5,904 17,258

有形固定資産 42,021 41,140
建物 14,745 13,362
土地 22,874 22,781
建設仮勘定 76 175
その他の有形固定資産 4,325 4,820

無形固定資産 399 389
その他の無形固定資産 399 389

繰延税金資産 ─── 16,149
支払承諾見返 34,532 36,221
貸倒引当金 △ 56,592 △ 45,318
資産の部合計 5,613,481 5,623,641
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（単位：百万円）

貸借対照表
（負債及び純資産の部）

区 分
平成18年度

（平成19年3月31日）
平成19年度

（平成20年3月31日）
預金 4,734,276 4,767,615

当座預金 175,234 135,256
普通預金 2,307,456 2,310,127
貯蓄預金 127,834 126,420
通知預金 25,239 22,789
定期預金 2,022,008 2,073,990
定期積金 19,930 18,577
その他の預金 56,572 80,453

譲渡性預金 299,100 304,220
コールマネー 62,605 79,134
債券貸借取引受入担保金 13,029 10,173
借用金 293 343

借入金 293 343
外国為替 70 222

売渡外国為替 32 63
未払外国為替 38 158

その他負債 46,103 43,235
未決済為替借 78 47
未払法人税等 2,203 2,812
未払費用 6,712 8,848
前受収益 2,119 2,337
給付補てん備金 9 17
金融派生商品 274 2,149
その他の負債 34,704 27,025

役員賞与引当金 29 29
退職給付引当金 38,617 39,642
役員退職慰労引当金 1,053 1,171
睡眠預金払戻損失引当金 ─── 144
偶発損失引当金 ─── 193
繰延税金負債 9,928 ───
支払承諾 34,532 36,221

［負債の部合計］ 5,239,640 5,282,346
資本金 24,658 24,658
資本剰余金 7,845 7,848

資本準備金 7,835 7,835
その他資本剰余金 10 13

利益剰余金 257,625 267,006
利益準備金 24,658 24,658
その他利益剰余金 232,966 242,347

退職慰労積立金 700 ───
固定資産圧縮積立金 916 887
別途積立金 220,005 227,805
繰越利益剰余金 11,345 13,655

自己株式 △ 1,997 △ 2,076
株主資本合計 288,132 297,437
その他有価証券評価差額金 85,700 44,286
繰延ヘッジ損益 8 △ 429
評価・換算差額等合計 85,708 43,857

［純資産の部合計］ 373,841 341,294
負債及び純資産の部合計 5,613,481 5,623,641
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（単位：百万円）損益計算書

区 分
平成18年度

自平成18年4月 1日
至平成19年3月31日

平成19年度
自平成19年4月 1日
至平成20年3月31日

経常収益 109,342 115,454
資金運用収益 87,005 94,144

貸出金利息 56,818 63,113
有価証券利息配当金 29,525 30,060
コールローン利息 395 719
預け金利息 0 1
その他の受入利息 264 249

役務取引等収益 16,792 16,434
受入為替手数料 7,665 7,491
その他の役務収益 9,127 8,942

その他業務収益 450 1,162
商品有価証券売買益 293 348
国債等債券売却益 82 723
金融派生商品収益 73 90
その他の業務収益 0 0

その他経常収益 5,093 3,712
株式等売却益 1,680 1,038
金銭の信託運用益 2,511 1,339
その他の経常収益 902 1,334

経常費用 91,168 95,665
資金調達費用 9,117 16,282

預金利息 4,357 10,955
譲渡性預金利息 649 1,571
コールマネー利息 3,458 2,957
債券貸借取引支払利息 392 529
借用金利息 0 0
金利スワップ支払利息 193 268
その他の支払利息 66 1

役務取引等費用 5,344 6,311
支払為替手数料 1,966 2,076
その他の役務費用 3,378 4,235

その他業務費用 3,518 2,005
外国為替売買損 2,403 48
国債等債券売却損 606 1,324
国債等債券償還損 508 346
国債等債券償却 ─── 285

営業経費 60,245 61,662
その他経常費用 12,941 9,403

貸倒引当金繰入額 8,353 3,390
貸出金償却 22 1
株式等償却 206 651
金銭の信託運用損 65 79
その他の経常費用 4,294 5,280

経常利益 18,174 19,788
特別利益 91 18

固定資産処分益 86 18
償却債権取立益 5 0

特別損失 1,364 362
固定資産処分損 232 191
減損損失 233 82
その他の特別損失 897 89

税引前当期純利益 16,902 19,444
法人税、住民税及び事業税 4,448 5,270
法人税等調整額 2,291 1,946
当期純利益 10,161 12,227

〔 〕 〔 〕
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（単位：百万円）

株主資本等変動計算書
平成18年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

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

合計資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金
平成18年3月31日残高 24,658 7,835 6 24,658 225,113 △ 1,556 280,716
事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）1 ─── ─── ─── ─── △ 1,140 ─── △ 1,140
剰余金の配当 ─── ─── ─── ─── △ 1,139 ─── △ 1,139
役員賞与（注）1 ─── ─── ─── ─── △ 29 ─── △ 29
当期純利益 ─── ─── ─── ─── 10,161 ─── 10,161
自己株式の取得 ─── ─── ─── ─── ─── △ 446 △ 446
自己株式の処分 ─── ─── 3 ─── ─── 6 9
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

事業年度中の変動額合計 ─── ─── 3 ─── 7,852 △ 440 7,415
平成19年3月31日残高 24,658 7,835 10 24,658 232,966 △ 1,997 288,132

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 77,777 ─── 77,777 358,494
事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）1 ─── ─── ─── △ 1,140
剰余金の配当 ─── ─── ─── △ 1,139
役員賞与（注）1 ─── ─── ─── △ 29
当期純利益 ─── ─── ─── 10,161
自己株式の取得 ─── ─── ─── △ 446
自己株式の処分 ─── ─── ─── 9
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 7,923 8 7,931 7,931

事業年度中の変動額合計 7,923 8 7,931 15,347
平成19年3月31日残高 85,700 8 85,708 373,841

（注）   1.平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
2.「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。

平成18年３月31日残高 当事業年度中の変動額 平成19年３月31日残高
退職慰労積立金 700百万円 ―百万円 700百万円
固定資産圧縮積立金 769百万円 147百万円 916百万円
別途積立金 213,205百万円 6,800百万円 220,005百万円
繰越利益剰余金 10,439百万円 905百万円 11,345百万円

 固定資産圧縮積立金の当事業年度中の変動額147百万円は、前事業年度利益処分に係る積立額175百万円、
当事業年度に係る取崩額△28百万円であります。

（単位：百万円）平成19年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）
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
合計資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金

平成19年3月31日残高 24,658 7,835 10 24,658 232,966 △ 1,997 288,132
事業年度中の変動額

剰余金の配当 ─── ─── ─── ─── △ 2,845 ─── △ 2,845
当期純利益 ─── ─── ─── ─── 12,227 ─── 12,227
自己株式の取得 ─── ─── ─── ─── ─── △ 90 △ 90
自己株式の処分 ─── ─── 3 ─── ─── 10 13
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

事業年度中の変動額合計 ─── ─── 3 ─── 9,381 △ 79 9,304
平成20年3月31日残高 24,658 7,835 13 24,658 242,347 △ 2,076 297,437

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高 85,700 8 85,708 373,841
事業年度中の変動額

剰余金の配当 ─── ─── ─── △ 2,845
当期純利益 ─── ─── ─── 12,227
自己株式の取得 ─── ─── ─── △ 90
自己株式の処分 ─── ─── ─── 13
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △ 41,413 △ 437 △ 41,851 △ 41,851

事業年度中の変動額合計 △ 41,413 △ 437 △ 41,851 △ 32,546
平成20年3月31日残高 44,286 △ 429 43,857 341,294

（注）「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
平成19年３月31日残高 当事業年度中の変動額 平成20年３月31日残高

退職慰労積立金 700百万円 △700百万円 ―百万円
固定資産圧縮積立金 916百万円 △29百万円 887百万円
別途積立金 220,005百万円 7,800百万円 227,805百万円
繰越利益剰余金 11,345百万円 2,310百万円 13,655百万円
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重要な会計方針（平成19年度）
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行
っております。

2．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価
証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法 

（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法
による原価法又は償却原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の
金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記（1）の
うちのその他有価証券と同じ方法により行っております。

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。

4．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 5年～31年
動 産 4年～20年

（会計方針の変更）
平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資
産（建物を除く）については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減
価償却費を計上しております。これにより、経常利益及び税引前当期純利益
は、従来の方法によった場合に比べ162百万円減少しております。

（追加情報）
同改正に伴い、当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固
定資産（建物を除く）については、償却可能限度額に達した事業年度の翌事
業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。これにより、経常
利益及び税引前当期純利益は、従来の方法によった場合に比べ51百万円減少
しております。

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付してお
ります。

6．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者に係る債権については、債権額から、担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査して
おり、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

（2）役員賞与引当金
役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

 数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処理

（4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づき、
当事業年度末における要支給額を計上しております。

（5）睡眠預金払戻損失引当金
利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しておりま
す。

（追加情報）
従来、睡眠預金払戻損失は、支出時に費用処理をしておりましたが、「租税特
別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
報告第42号平成19年４月13日）が平成19年４月１日以後開始する事業年
度から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同報告を適用し
ております。
これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は55百万円、特別損失は
89百万円それぞれ増加し、経常利益は55百万円、税引前当期純利益は144
百万円それぞれ減少しております。
なお、当下期において睡眠預金の払出しに関するデータの整備分析が行われ、

引当金額の合理的算定が可能になったことから、当下期より引当金の計上を
行っております。従って、当中間期は変更後の方法によった場合に比べその
他経常費用が33百万円、特別損失が89百万円それぞれ少なく、経常利益が
33百万円、税引前中間純利益が122百万円それぞれ多く計上されておりま
す。

（6）偶発損失引当金
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、
対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を
計上しております。

（追加情報）
平成19年10月１日から信用保証協会保証付きの新規融資を対象に責任共有
制度が導入されたことに伴い、当事業年度より偶発損失引当金を計上してお
ります。
これにより、経常利益及び税引前当期純利益は193百万円減少しておりま
す。

7．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

8．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則と
して繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「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）に基づき処理しております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、
ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を
一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段
の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条
件及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金
利スワップの特例処理を行っております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法
は、「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）に規定する繰延
ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッ
ジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の
外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。

9．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式
によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業
年度の費用に計上しております。

会計方針の変更（平成19年度）
（金融商品に関する会計基準）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及び「金融商品会計に関す
る実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）等における有価証
券の範囲に関する規定が一部改正され（平成19年６月15日付及び同７月４日付）、
金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度から適用されることになったこと
に伴い、当事業年度から改正会計基準及び実務指針を適用しております。

注記事項（平成19年度）
（貸借対照表関係）

1．関係会社の株式総額 92百万円
2． 貸出金のうち、破綻先債権額は5,484百万円、延滞債権額は92,376百万円

であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以
下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第
４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務
者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金
以外の貸出金であります。

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は513百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か
ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの
であります。

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は36,878百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。

5． 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
の合計額は135,253百万円であります。
なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額でありま
す。

6． 手形割引は、「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）に基づき、
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金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は24,465百万円であります。

7．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 126,221百万円
その他資産 142百万円

担保資産に対応する債務
預金 44,155百万円
債券貸借取引受入担保金 10,173百万円

上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
有価証券131,709百万円を差し入れております。
なお、その他の資産のうち保証金は60百万円であります。

8． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融
資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない
限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、1,377,709百万円であります。このう
ち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
1,353,250百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられ
ております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保
を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の
業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて
おります。

9． 有形固定資産の減価償却累計 67,105百万円
10．有形固定資産の圧縮記帳額 7,870百万円

（当事業年度圧縮記帳額 ―百万円）
11．  有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する当行の保証債務の額は14,388百万円であります。
（損益計算書関係）
1．  その他の経常費用には、債権売却損4,858百万円を含んでおります。
2．  その他の特別損失は、睡眠預金払戻損失引当金繰入額のうち過年度分相当額

89百万円であります。
（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

前事業年度末
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数 摘 要

自己株式
普通株式 3,785 119 19 3,885 （注）
合計 3,785 119 19 3,885

（注） 増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請
求に応じたものであります。

（リース取引関係）
1． リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額
取得価額相当額

動 産   10,521百万円 
その他  1,458百万円 
合 計  11,980百万円

減価償却累計額相当額
動 産  3,828百万円
その他  72百万円
合 計  3,901百万円

減損損失累計額相当額
動 産  18百万円
その他  ―百万円
合 計  18百万円

期末残高相当額
動 産  6,674百万円
その他  1,385百万円 
合 計  8,060百万円

・未経過リース料期末残高相当額
１年内 2,123百万円 
１年超  6,158百万円 
合 計  8,281百万円

・リース資産減損勘定の期末残高  11百万円
・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失
支払リース料 2,291百万円 
リース資産減損勘定の取崩額 4百万円 
減価償却費相当額 2,054百万円 
支払利息相当額 317百万円 
減損損失 2百万円 

・ 減価償却費相当額の算定方法
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については、利息法によっております。

（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当ありません。

（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 16,884百万円
退職給付引当金  16,038百万円
減価償却  8,884百万円
有価証券償却  2,675百万円
その他 3,821百万円

繰延税金資産小計 48,304百万円 
評価性引当額  △3,376百万円 
繰延税金資産合計 44,928百万円 
繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  △28,176百万円 
固定資産圧縮積立金 △602百万円 

繰延税金負債合計   △28,778百万円 
繰延税金資産の純額 16,149百万円 

2．  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ
るときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率  40.6%

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目  0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △3.2% 
住民税均等割額  0.3% 
法人税額の特別控除額  △1.7% 
その他  0.5% 
税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.1% 

（1株当たり情報）
平成19年度

自 平成19年４月 １ 日
至 平成20年３月31日

１株当たり純資産額 899円58銭
１株当たり当期純利益 32円22銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―――

（注）１. １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のと
おりであります。

（1）１株当たり純資産額

平成19年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 341,294百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 ―――
普通株式に係る期末の純資産額 341,294百万円
普通株式の期末株式数 379,393千株

（2）１株当たり当期純利益

平成19年度
自 平成19年４月 １ 日
至 平成20年３月31日

当期純利益 12,227百万円
普通株主に帰属しない金額 ―――
普通株式に係る当期純利益 12,227百万円
普通株式の期中平均株式数 379,431千株

２.潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載してお
りません。

〔 〕

〔 〕

76 決算の状況

      



損益の内訳

平成18年度 平成19年度 増 減

業務粗利益 863 872 9
一般貸倒引当金繰入額 22 △ 17 △ 39
経費（除く臨時的経費） 578 593 15
業務純益 262 297 35
臨時損益 △ 80 △ 98 △ 18

うち株式等関係損益 14 3 △ 11
うち不良債権処理損失 101 102 1
うち金銭の信託運用損益 24 12 △ 12

経常利益 181 197 16
特別損益 △12 △ 3 9
法人税、住民税及び事業税 44 52 8
法人税等調整額 22 19 △ 3
当期純利益 101 122 21

（注）   1.業務粗利益及び業務純益は、金銭の信託運用見合費用を控除しております。
2.増減欄は、表上の計数で算出しております。
3.「不良債権処理損失」は、貸出金償却、個別貸倒引当金純繰入額、債権売却損等及び偶発損失引当金繰入額であります。

利益総括表
●業務純益
銀行の基本的な業務の成果
を示す銀行固有の利益概念
です。具体的には、預金、
貸出、有価証券などの利息
収支を示す「資金運用収
支」、各種手数料などの収
支を示す「役務取引等収
支」、債券や外国為替など
の売買損益を示す「その他
業務収支」の3つを合計し
た「業務粗利益」から、

「一般貸倒引当金繰入額」
と「経費（除く臨時的経
費）」を控除したものです。

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

資金運用収支 743 35 779 766 13 779
1 2資金運用収益 793 78 870 891 52 941
1 2資金調達費用 49 42 90 124 39 161

役務取引等収支 113 0 114 100 0 101
役務取引等収益 166 1 167 162 1 164
役務取引等費用 52 0 53 62 0 63

その他業務収支 △ 6 △ 24 △ 30 △ 7 △ 0 △ 8
その他業務収益 4 0 4 10 0 11
その他業務費用 10 24 35 18 1 20

業務粗利益 851 11 863 859 12 872
業務粗利益率（％） 1.67 0.63 1.67 1.66 0.85 1.66

（注）   1.国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
なお、当行は、特定取引勘定非設置行であるため、特定取引収支は該当ありません。

2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成18年度0億円、平成19年度1億円）を控除して表示しております。
3.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。
4.業務粗利益率＝業務粗利益÷資金運用勘定平均残高×100

業務粗利益の内訳 （単位：億円）

（単位：億円）
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資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り
1. 国内業務部門

平成18年度 平成19年度

平均残高 利 息 利回り（％） 平均残高 利 息 利回り（％）

資金運用勘定 50,774 793 1.56 51,543 891 1.72
うち貸出金 30,397 566 1.86 30,767 629 2.04

商品有価証券 356 0 0.04 414 0 0.05
有価証券 17,652 220 1.24 18,298 250 1.36
コールローン 852 2 0.28 1,166 6 0.54
預け金 9 0 0.08 9 0 0.20

資金調達勘定 48,554 49 0.10 49,273 124 0.25
うち預金 46,257 41 0.08 46,840 107 0.22

譲渡性預金 2,631 6 0.24 2,824 15 0.55
コールマネー 48 0 0.05 0 0 0.49
債券貸借取引受入担保金 ─── ─── ─── ─── ─── ───
借用金 2 0 0.02 3 0 0.04

（注）   1.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（平成18年度377億円、平成19年度360億円）を控除しております。
2.資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高（平成18年度386億円、平成19年度397億円）及び利息（平成18年度0億円、平成19年度1億円）を控除

しております。

（単位：億円）

2. 国際業務部門

平成18年度 平成19年度

平均残高 利 息 利回り（％） 平均残高 利 息 利回り（％）

資金運用勘定 1,869 78 4.18 1,512 52 3.46
うち貸出金 43 2 4.97 54 1 2.81

商品有価証券 ─── ─── ─── ─── ─── ───
有価証券 1,788 74 4.16 1,429 49 3.48
コールローン 30 1 4.87 19 0 4.44
預け金 ─── ─── ─── ─── ─── ───

資金調達勘定 1,878 42 2.27 1,486 39 2.64
うち預金 83 2 2.68 84 2 2.54

譲渡性預金 ─── ─── ─── ─── ─── ───
コールマネー 647 34 5.33 599 29 4.93
債券貸借取引受入担保金 92 3 4.22 119 5 4.41
借用金 ─── ─── ─── ─── ─── ───

（単位：億円）

3. 合計

平成18年度 平成19年度

平均残高 利 息 利回り（％） 平均残高 利 息 利回り（％）

資金運用勘定 51,590 870 1.68 52,373 941 1.79
うち貸出金 30,441 568 1.86 30,822 631 2.04

商品有価証券 356 0 0.04 414 0 0.05
有価証券 19,440 295 1.51 19,727 300 1.52
コールローン 882 3 0.44 1,185 7 0.60
預け金 9 0 0.08 9 0 0.20

資金調達勘定 49,378 90 0.18 50,077 161 0.32
うち預金 46,340 43 0.09 46,924 109 0.23

譲渡性預金 2,631 6 0.24 2,824 15 0.55
コールマネー 695 34 4.96 600 29 4.92
債券貸借取引受入担保金 92 3 4.22 119 5 4.41
借用金 2 0 0.02 3 0 0.04

（注）   1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成18年度377億円、平成19年度360億円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成18年度
386億円、平成19年度397億円）及び利息（平成18年度0億円、平成19年度1億円）を、それぞれ控除しております。

2.国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

（単位：億円）

（注）   1.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（平成18年度0億円、平成19年度0億円）を控除しております。
2.国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、平成18年度においては、平成18年12月までは日次カレント方式（当日のTT仲値を当日の全ての取引に適用する方式）

により、平成19年１月からは月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しており、平成19年度におい
ては、月次カレント方式により算出しております。
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受取・支払利息の分析
1. 国内業務部門

平成18年度 平成19年度

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 447 6,276 6,723 1,202 8,619 9,821
うち貸出金 △ 604 3,584 2,980 689 5,667 6,356

商品有価証券 73 △ 70 3 3 1 4
有価証券 672 2,613 3,285 807 2,190 2,997
コールローン 2 239 241 91 297 388
預け金 0 0 0 0 1 1

支払利息 △ 4 3,628 3,624 73 7,468 7,541
うち預金 △ 6 3,106 3,100 52 6,555 6,607

譲渡性預金 9 488 497 48 874 922
コールマネー 0 1 1 △ 3 1 △ 2
債券貸借取引受入担保金 ─── ─── ─── ─── ─── ───
借用金 0 0 0 0 0 0

（注）   残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。

（単位：百万円）

2. 国際業務部門

平成18年度 平成19年度

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 △ 615 1,452 837 △ 1,498 △ 1,096 △ 2,594
うち貸出金 124 21 145 56 △ 117 △ 61

商品有価証券 ─── ─── ─── ─── ─── ───
有価証券 78 1,503 1,581 △ 1,497 △ 971 △ 2,468
コールローン △ 923 27 △ 896 △ 56 △ 8 △ 64
預け金 ─── ─── ─── ─── ─── ───

支払利息 △ 223 1,447 1,224 △ 892 544 △ 348
うち預金 △ 48 86 38 3 △ 12 △ 9

譲渡性預金 ─── ─── ─── ─── ─── ───
コールマネー 1,333 861 2,194 △ 254 △ 246 △ 500
債券貸借取引受入担保金 △ 255 110 △ 145 113 24 137
借用金 ─── ─── ─── ─── ─── ───

（注）   残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。

（単位：百万円）

3. 合計

平成18年度 平成19年度

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 776 6,710 7,486 1,322 5,816 7,138
うち貸出金 △ 556 3,681 3,125 712 5,583 6,295

商品有価証券 73 △ 70 3 3 1 4
有価証券 830 4,036 4,866 436 94 530
コールローン 21 △ 676 △ 655 136 188 324
預け金 0 0 0 0 1 1

支払利息 5 4,771 4,776 129 6,975 7,104
うち預金 △ 8 3,146 3,138 55 6,543 6,598

譲渡性預金 9 488 497 48 874 922
コールマネー 1,102 1,093 2,195 △ 476 △ 25 △ 501
債券貸借取引受入担保金 △ 255 110 △ 145 113 24 137
借用金 0 0 0 0 0 0

（注）   残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。

（単位：百万円）
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役務取引等収支の内訳
平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

役務取引等収益 16,659 133 16,792 16,294 140 16,434
うち預金・貸出業務 4,771 ─── 4,771 4,968 ─── 4,968

為替業務 7,534 131 7,665 7,351 140 7,491
証券関連業務 1,585 ─── 1,585 962 ─── 962
代理業務 1,629 ─── 1,629 1,838 ─── 1,838
保護預り・貸金庫業務 124 ─── 124 126 ─── 126
保証業務 110 0 111 135 0 135

役務取引等費用 5,275 68 5,344 6,251 60 6,311
うち為替業務 1,928 37 1,966 2,038 37 2,076

（単位：百万円）

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

その他業務収益 415 34 450 1,096 66 1,162
商品有価証券売買益 293 ─── 293 348 ─── 348
国債等債券売却益 82 ─── 82 723 ─── 723
金融派生商品収益 39 34 73 23 66 90
その他 0 ─── 0 0 ─── 0

その他業務費用 1,045 2,473 3,518 1,842 162 2,005
外国為替売買損 ／ 2,403 2,403 ／ 48 48
国債等債券売却損 537 69 606 1,210 114 1,324
国債等債券償還損 508 ─── 508 346 ─── 346
国債等債券償却 ─── ─── ─── 285 ─── 285
金融派生商品費用 ─── ─── ─── ─── ─── ───

（注）   金融派生商品収益・費用の合計については、国内業務部門と国際業務部門の損益を相殺した純額を表示しております。

（単位：百万円）その他業務収支の内訳

営業経費の内訳
平成18年度 平成19年度

人件費 29,740 29,896
物件費 27,320 28,572
税金 3,184 3,193
合計 60,245 61,662

（単位：百万円）
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預金

預金科目別残高
1. 期末残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

流動性預金 26,357 ─── 26,357 （52.4） 25,945 ─── 25,945 （51.1）

有利息預金 21,776 ─── 21,776 （43.3） 21,996 ─── 21,996 （43.4）

定期性預金 20,419 ─── 20,419 （40.6） 20,925 ─── 20,925 （41.3）

固定金利定期預金 20,198 ／ 20,198 （40.1） 20,721 ／ 20,721 （40.9）

変動金利定期預金 17 ／ 17 （0.0） 14 ／ 14 （0.0）

その他 485 79 565 （1.1） 690 113 804 （1.6）

預金合計 47,262 79 47,342 （94.1） 47,562 113 47,676 （94.0）

譲渡性預金 2,991 ─── 2,991 （5.9） 3,042 ─── 3,042 （6.0）

総合計 50,253 79 50,333 （100.0） 50,604 113 50,718 （100.0）

（単位：億円、％）

2. 平均残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

流動性預金 25,502 ─── 25,502 （52.1） 25,618 ─── 25,618 （51.5）

有利息預金 21,177 ─── 21,177 （43.2） 21,718 ─── 21,718 （43.7）

定期性預金 20,458 ─── 20,458 （41.8） 20,936 ─── 20,936 （42.1）

固定金利定期預金 20,226 ／ 20,226 （41.3） 20,723 ／ 20,723 （41.7）

変動金利定期預金 19 ／ 19 （0.0） 15 ／ 15 （0.0）

その他 296 83 379 （0.7） 286 84 370 （0.7）

預金合計 46,257 83 46,340 （94.6） 46,840 84 46,924 （94.3）

譲渡性預金 2,631 ─── 2,631 （5.4） 2,824 ─── 2,824 （5.7）

総合計 48,888 83 48,971 （100.0） 49,665 84 49,749 （100.0）

（単位：億円、％）

預金者別残高
平成18年度 平成19年度

期末残高 うち宮城県内 期末残高 うち宮城県内

個人預金 33,788 31,877 34,756 32,842
法人その他預金 16,545 13,658 15,961 13,088
合計 50,333 45,536 50,718 45,931

（単位：億円）

（注）   譲渡性預金を含めております。

財形貯蓄残高
平成18年度 平成19年度

財形貯蓄期末残高 447 438

（単位：億円）

（注）   1.流動性預金＝当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金＝定期預金+定期積金

固定金利定期預金：預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金
変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金

3.国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、平成18年度においては、平成18年12月までは日次カレント方式（当日のTT仲値を当日の全ての取引に適用する方式）
により、平成19年１月からは月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しており、平成19年度におい
ては、月次カレント方式により算出しております。
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定期預金の残存期間別残高
期間 種類 平成18年度 平成19年度

3ヵ月未満

定期預金 4,452 4,742
うち固定金利定期預金 4,451 4,741
うち変動金利定期預金 1 0
うちその他 ─── ───

3ヵ月以上
6ヵ月未満

定期預金 3,934 3,997
うち固定金利定期預金 3,932 3,996
うち変動金利定期預金 1 1
うちその他 ─── ───

6ヵ月以上
1年未満

定期預金 6,335 6,657
うち固定金利定期預金 6,334 6,655
うち変動金利定期預金 1 2
うちその他 ─── ───

1年以上
2年未満

定期預金 1,893 2,262
うち固定金利定期預金 1,887 2,256
うち変動金利定期預金 6 5
うちその他 ─── ───

2年以上
3年未満

定期預金 2,270 1,936
うち固定金利定期預金 2,264 1,931
うち変動金利定期預金 5 4
うちその他 ─── ───

3年以上

定期預金 1,304 1,117
うち固定金利定期預金 1,304 1,117
うち変動金利定期預金 ─── 0
うちその他 ─── ───

合計

定期預金 20,191 20,712
うち固定金利定期預金 20,174 20,698
うち変動金利定期預金 17 14
うちその他 ─── ───

（単位：億円）

（注）   本表の預金残高には、積立定期預金を含んでおりません。

個人向け決済サービスの利用状況
平成18年度 平成19年度

利用者数 うち宮城県内 利用者数 うち宮城県内

給与振込 671 655 683 666
年金振込 227 222 236 231
公共料金自動振替 873 850 885 861

（単位：千先）
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貸出金

貸出金科目別残高
1．期末残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

手形貸付 2,495 ─── 2,495 （8.0） 2,169 ─── 2,169 （6.8）

証書貸付 23,344 57 23,401 （74.7） 24,331 45 24,376 （77.1）

当座貸越 5,083 ─── 5,083 （16.2） 4,834 ─── 4,834 （15.3）

割引手形 337 ─── 337 （1.1） 244 ─── 244 （0.8）

合計 31,261 57 31,318 （100.0） 31,580 45 31,625 （100.0）

（単位：億円、％）

2．平均残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

手形貸付 2,593 ─── 2,593 （8.5） 2,200 ─── 2,200 （7.2）

証書貸付 22,713 43 22,757 （74.8） 23,562 54 23,617 （76.6）

当座貸越 4,811 ─── 4,811 （15.8） 4,748 ─── 4,748 （15.4）

割引手形 279 ─── 279 （0.9） 255 ─── 255 （0.8）

合計 30,397 43 30,441 （100.0） 30,767 54 30,822 （100.0）

（単位：億円、％）

貸出金の残存期間別残高
期間 種類 平成18年度 平成19年度

1年以下
貸出金 6,268 5,827

うち変動金利 ／ ／
うち固定金利 ／ ／

1年超
3年以下

貸出金 5,603 6,246
うち変動金利 2,108 1,933
うち固定金利 3,494 4,312

3年超
5年以下

貸出金 4,972 5,173
うち変動金利 1,630 1,664
うち固定金利 3,341 3,508

5年超
7年以下

貸出金 2,535 2,884
うち変動金利 1,392 1,280
うち固定金利 1,142 1,603

7年超
貸出金 6,855 6,658

うち変動金利 5,307 5,328
うち固定金利 1,548 1,330

期間の定め
のないもの

貸出金 5,083 4,834
うち変動金利 5,083 4,834
うち固定金利 ─── ───

合計 31,318 31,625

（単位：億円）

（注）   残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。

（注）   国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、平成18年度においては、平成18年12月までは日次カレント方式（当日のTT仲値を当日の全ての取引に適用する方式）に
より、平成19年１月からは月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しており、平成19年度においては、
月次カレント方式により算出しております。

貸出金の使途別内訳
平成18年度 平成19年度

貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

設備資金 16,871 53.9 17,421 55.1
運転資金 14,447 46.1 14,203 44.9
合計 31,318 100.0 31,625 100.0

（単位：億円、％）
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金融再生法開示債権

債権額（A） 保全額（B）合計に占める比率 担保保証等 貸倒引当金 保全率（B/A）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 262 0.81 262 158 104 100.0
危険債権 719 2.23 569 418 151 79.1
要管理債権 374 1.16 238 195 43 63.8
小計 1,355 4.20 1,069 771 298 78.9
正常債権 30,882 95.80

査定対象資産合計 32,238 100.0

（平成19年度末、単位：億円、％）

（注）単位未満は、四捨五入して表示しております。

●破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産手続開始、更生手続開始、更生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権。

●危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りが
できない可能性の高い債権。

●要管理債権
3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権。

●正常債権
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権。

リスク管理債権

平成18年度 平成19年度貸出金残高に占める比率 貸出金残高に占める比率

破綻先債権額 40 0.12 54 0.17
延滞債権額 982 3.13 923 2.92
3カ月以上延滞債権額 5 0.01 5 0.01
貸出条件緩和債権額 460 1.46 368 1.16
合計 1,488 4.75 1,352 4.27

貸出金残高（末残） 31,318 100.0 31,625 100.0

（単位：億円、％）

●破綻先債権
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行
令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金。

●延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以
外の貸出金。

●3カ月以上延滞債権
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの。

●貸出条件緩和債権
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないもの。
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貸出金及びリスク管理債権の業種別内訳
平成18年度 平成19年度

貸出金残高 （構成比） リスク管理債権 貸出金残高 （構成比） リスク管理債権

国内店分 31,318 （100.0） 1,488 31,625 （100.0） 1,352
（除く特別国際金融取引勘定分）

製造業 2,565 （8.2） 175 2,538 （8.0） 179
農業 23 （0.1） 0 19 （0.1） 0
林業 3 （0.0） 0 2 （0.0） 0
漁業 106 （0.3） 56 55 （0.2） 6
鉱業 19 （0.1） 0 17 （0.1） 0
建設業 1,618 （5.2） 165 1,394 （4.4） 168
電気・ガス・熱供給・水道業 426 （1.3） 0 509 （1.6） 0
情報通信業 341 （1.1） 3 302 （1.0） 3
運輸業 563 （1.8） 34 586 （1.9） 10
卸売・小売業 3,419 （10.9） 283 3,272 （10.3） 235
金融・保険業 2,621 （8.4） 0 2,532 （8.0） 8
不動産業 3,436 （11.0） 261 3,495 （11.0） 202
各種サービス業 3,771 （12.0） 409 3,733 （11.8） 445
地方公共団体 5,073 （16.2） ─── 5,834 （18.4） ───
その他 7,326 （23.4） 96 7,331 （23.2） 90

特別国際金融取引勘定分 ─── ─── ─── ─── ─── ───

合計 31,318 ／ 1,488 31,625 ／ 1,352

（単位：億円、％）

宮城県内向け貸出金・貸出先の業種別内訳
平成18年度 平成19年度

貸出金残高 （構成比） 貸出先数 貸出金残高 （構成比） 貸出先数

国内店分 24,273 （100.0） 178,286 24,394 （100.0） 177,002
（除く特別国際金融取引勘定分）

製造業 1,572 （6.5） 1,597 1,531 （6.3） 1,507
農業 22 （0.1） 150 18 （0.1） 97
林業 3 （0.0） 18 3 （0.0） 18
漁業 98 （0.4） 77 47 （0.2） 62
鉱業 11 （0.0） 19 9 （0.0） 18
建設業 1,480 （6.1） 2,653 1,283 （5.3） 2,492
電気・ガス・熱供給・水道業 339 （1.4） 52 438 （1.8） 47
情報通信業 198 （0.8） 120 130 （0.5） 115
運輸業 326 （1.3） 397 303 （1.3） 392
卸売・小売業 2,670 （11.0） 3,233 2,544 （10.4） 3,026
金融・保険業 365 （1.5） 35 372 （1.5） 35
不動産業 2,658 （11.0） 2,496 2,551 （10.5） 2,410
各種サービス業 2,461 （10.1） 3,720 2,341 （9.6） 3,565
地方公共団体 5,015 （20.7） 49 5,765 （23.6） 49
その他 7,055 （29.1） 163,670 7,058 （28.9） 163,169

特別国際金融取引勘定分 ─── ─── ─── ─── ─── ───

合計 24,273 ／ 178,286 24,394 ／ 177,002

（単位：億円、％、先）

（注）   単位未満は、四捨五入して表示しております。
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中小企業等に対する貸出金
平成18年度 平成19年度

中小企業等貸出金残高 19,193 18,646
うち宮城県内向け 16,715 15,962

中小企業等貸出比率 61.2 58.9

（単位：億円、％）

（注）   1 本表の貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分を含んでおりません。
2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、サービス業は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、サービス

業は100人、小売業は50人）以下の会社及び個人であります。

消費者ローン残高
平成18年度 平成19年度

消費者ローン残高 6,993 7,006
うち住宅ローン 6,316 6,376

（うち宮城県内向け） （6,117） （6,177）

（単位：億円）

貸出金の担保別内訳
平成18年度 平成19年度

有価証券 13 8
債権 452 423
商品 ─── ───
不動産 5,956 5,373
その他 ─── ───
計 6,422 5,805
保証 11,901 11,470
信用 12,994 14,349
合計（うち劣後特約付貸出金） 31,318（92） 31,625（30）

（単位：億円）

支払承諾見返の担保別内訳
平成18年度 平成19年度

有価証券 ─── ───
債権 12 8
商品 ─── ───
不動産 91 87
その他 ─── ───
計 104 96
保証 335 331
信用 47 78
合計 487 506

（単位：億円）

貸倒引当金内訳
平成18年度 平成19年度

期末残高 期中増減額 期末残高 期中増減額

一般貸倒引当金 216 22 198 △ 17
個別貸倒引当金 349 △ 105 254 △ 94

うち非居住者向け債権分 ── ── ── ──
特定海外債権引当勘定 ── ── ── ──
合計 565 △ 83 453 △ 112

（単位：億円）

貸出金償却額
平成18年度 平成19年度

貸出金償却額 0 0

（単位：億円）
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有価証券

保有有価証券残高
1．期末残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

国債 10,461 ─── 10,461 （50.8） 9,731 ─── 9,731 （47.2）

地方債 1,012 ─── 1,012 （4.9） 926 ─── 926 （4.5）

短期社債 89 ─── 89 （0.4） ─── ─── ─── （──）

社債 4,711 ─── 4,711 （22.9） 5,908 ─── 5,908 （28.7）

株式 2,025 ─── 2,025 （9.8） 1,664 ─── 1,664 （8.1）

その他の証券 830 1,478 2,308 （11.2） 849 1,514 2,364 （11.5）

外国債券 ／ 1,478 1,478 （7.2） ─── 1,514 1,514 （7.4）

外国株式 ／ ─── ─── （──） ─── ─── ─── （──）

合計 19,131 1,478 20,609 （100.0） 19,079 1,514 20,594 （100.0）

（単位：億円、％）

2．平均残高

平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比） 国内業務部門 国際業務部門 合 計 （構成比）

国債 10,800 ─── 10,800 （55.6） 10,502 ─── 10,502 （53.2）

地方債 1,280 ─── 1,280 （6.6） 958 ─── 958 （4.9）

短期社債 151 ─── 151 （0.8） 134 ─── 134 （0.7）

社債 4,108 ─── 4,108 （21.1） 5,190 ─── 5,190 （26.3）

株式 669 ─── 669 （3.4） 692 ─── 692 （3.5）

その他の証券 641 1,788 2,430 （12.5） 821 1,429 2,250 （11.4）

外国債券 ／ 1,788 1,788 （9.2） ─── 1,429 1,429 （7.2）

外国株式 ／ ─── ─── （──） ─── ─── ─── （──）

合計 17,652 1,788 19,440 （100.0） 18,298 1,429 19,727 （100.0）

（単位：億円、％）

（注）   当行の外貨建取引の平均残高は、前事業年度においては、平成18年12月までは日次カレント方式（当日のTT仲値を当日の全ての取引に適用する方式）により、平
成19年1月からは月次カレント方式（前月末のTT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しており、当事業年度においては、月次カレ
ント方式により算出しております。
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有価証券の残存期間別残高
期間 種類 平成18年度 平成19年度

1年以下

国債 414 842
地方債 84 6
短期社債 89 ───
社債 760 703
株式 ／ ／
その他の証券 217 118

外国債券 207 118
外国株式 ／ ／

1年超
3年以下

国債 1,741 2,256
地方債 47 62
短期社債 ─── ───
社債 1,167 1,214
株式 ／ ／
その他の証券 314 377

外国債券 314 336
外国株式 ／ ／

3年超
5年以下

国債 2,975 1,851
地方債 357 367
短期社債 ─── ───
社債 1,412 1,837
株式 ／ ／
その他の証券 416 357

外国債券 312 284
外国株式 ／ ／

5年超
7年以下

国債 1,440 1,046
地方債 234 343
短期社債 ─── ───
社債 909 1,005
株式 ／ ／
その他の証券 73 85

外国債券 9 ───
外国株式 ／ ／

7年超
10年以下

国債 986 1,143
地方債 288 146
短期社債 ─── ───
社債 460 1,146
株式 ／ ／
その他の証券 665 817

外国債券 597 776
外国株式 ／ ／

10年超

国債 2,903 2,592
地方債 ─── ───
短期社債 ─── ───
社債 ─── ───
株式 ／ ／
その他の証券 65 ───

外国債券 35 ───
外国株式 ／ ／

期間の定め
のないもの

国債 ─── ───
地方債 ─── ───
短期社債 ─── ───
社債 ─── ───
株式 2,025 1,664
その他の証券 556 608

外国債券 ─── ───
外国株式 ─── ／

合計

国債 10,461 9,731
地方債 1,012 926
短期社債 89 ───
社債 4,711 5,908
株式 2,025 1,664
その他の証券 2,308 2,364

外国債券 1,478 1,514
外国株式 ─── ／

（単位：億円）
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国債等公共債及び投資信託の窓口販売額
平成18年度 平成19年度

国債 414 236
地方債・政府保証債 93 73
合計 507 309
投資信託 509 282

（単位：億円）

商品有価証券平均残高
平成18年度 平成19年度

商品国債 29 24
商品地方債 2 8
商品政府保証債 ─── ───
その他の商品有価証券 324 382
合計 356 414

（単位：億円）

公共債引受額
平成18年度 平成19年度

国債 ─── ───
地方債・政府保証債 302 180
合計 302 180

（単位：億円）

公共債ディーリング実績

平成18年度 平成19年度

商品国債 5,315 2,098
商品地方債 43 77
商品政府保証債 ─── ───
合計 5,358 2,176

（単位：億円）期中売買高
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時価等情報

有価証券関係
※ 貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金

銭債権」中のその他買入金銭債権を含めて記載しております。

1．売買目的有価証券
平成18年度 平成19年度

貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価差額 貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価差額

売買目的有価証券 33,502 21 33,434 34

（単位：百万円）

2．その他有価証券で時価のあるもの

（注）   1.貸借対照表計上額は、期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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
3.その他有価証券で時価のある株式及びその他について（平成18年度59百万円、平成19年度932百万円）減損処理を行っております。

売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて、時価が50％以上下落した銘柄についてはすべて、また、これ以外で、時価が30％以上下落した銘柄については、過
去の一定期間の下落率を勘案し、価格回復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

平成18年度 平成19年度

取得原価 貸借対照表
計 上 額 評価差額 う ち 益 う ち 損 取得原価 貸借対照表

計 上 額 評価差額 う ち 益 う ち 損

株 式 64,504 199,787 135,283 135,348 65 82,795 163,645 80,850 81,759 909
債 券 1,626,019 1,613,284 △12,734 5,234 17,969 1,637,826 1,642,197 4,371 22,245 17,873

国 債 1,058,494 1,046,135 △12,358 3,467 15,826 978,911 973,155 △5,755 11,201 16,957
地方債 101,348 101,263 △84 385 469 91,146 92,620 1,474 1,580 105
短期社債 8,997 8,996 △0 ─── 0 ─── ─── ─── ─── ───
社 債 457,179 456,888 △290 1,381 1,672 567,769 576,421 8,652 9,463 810

その他 223,483 230,772 7,288 8,800 1,511 252,968 236,256 △16,711 1,393 18,105
合計 1,914,007 2,043,844 129,836 149,383 19,546 1,973,590 2,042,099 68,509 105,397 36,888

3．当期中に売却したその他有価証券
平成18年度 平成19年度

売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額 売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他有価証券 105,313 1,762 606 87,917 1,762 1,324

（単位：百万円）

（単位：百万円）

4．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

平成18年度 平成19年度

満期保有目的の債券
貸付債権信託受益権 3,458 2,276

子会社・子法人等株式
子会社・子法人等株式 92 92

その他有価証券
非上場株式 2,642 2,697
公募債以外の内国非上場債券 14,275 14,388
投資事業組合出資金 116 185

（単位：百万円）

5．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額
平成18年度 平成19年度

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

債 券 135,014 770,170 432,018 290,356 155,189 759,033 483,150 259,211
国 債 41,470 471,628 242,680 290,356 84,215 410,769 218,959 259,211
地方債 8,468 40,470 52,324 ─── 636 42,985 48,998 ───
短期社債 8,996 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───
社 債 76,078 258,071 137,014 ─── 70,337 305,278 215,193 ───

その他 22,916 75,366 73,910 6,530 12,801 74,793 90,232 ───

合計 157,930 845,537 505,929 296,886 167,991 833,827 573,382 259,211

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

平成18年度 平成19年度

貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価差額 貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価差額

運用目的の金銭の信託 20,367 △ 1,207 20,287 △ 2,570

1. 運用目的の金銭の信託

金銭の信託関係

（注）1.貸借対照表計上額は、期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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
3.その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券で時価のある株式について（平成18年度―百万円、平成19年度412百万円）減損処理を行っております。

その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券のうち時価のあるものについて、時価が50%以上下落した銘柄についてはすべて、また、これ以外で、時価が
30%以上下落した銘柄については、過去の一定期間の下落率を勘案し、価格回復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

平成18年度 平成19年度

取得原価 貸借対照
表計上額 評価差額 うち益 うち損 取得原価 貸借対照

表計上額 評価差額 うち益 うち損

その他の金銭の信託 18,635 30,401 11,765 11,765 ―― 19,635 23,588 3,953 3,953 ――

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

（単位：百万円）

平成18年度 平成19年度

評価差額 141,602 72,462

その他有価証券 129,836 68,509

その他の金銭の信託 11,765 3,953

（△）繰延税金負債 55,902 28,176

その他有価証券評価差額金 85,700 44,286

その他有価証券評価差額金
貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
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平成18年度 平成19年度

 （1）取引の内容
   当行が利用しているデリバティブ取引は、金利関連取

引では金利スワップ取引・金利キャップ取引・コーラブ
ルスワップ取引、債券関連取引では債券先物取引・債券
店頭オプション取引、通貨関連取引では外国為替先物予
約取引・通貨オプション取引・通貨スワップ取引であり
ます。

 （2）取引に対する取組方針・利用目的
   当行は、貸出金・預金や保有しております有価証券に

係る金利リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引、
コーラブルスワップ取引、債券先物取引及び債券店頭オ
プション取引を、外貨建資産・負債に係る為替リスクを
ヘッジする目的で外国為替先物予約取引や通貨オプショ
ン取引を利用しております。

   ヘッジ目的以外では、取引先のニーズに応えるため取
引先との間で金利スワップ取引、金利キャップ取引、外
国為替先物予約取引及び通貨スワップ取引を、収益確保
や短期的な売買差益を獲得する目的（ディーリング取 
引）で債券先物取引、債券店頭オプション取引及び外国
為替先物予約取引を行っております。

   なお、ヘッジ取引は、リスク管理基本方針等に定める
ヘッジ方針に基づき実施しており、「金融商品に係る会
計基準」に定める要件を満たしているものは「ヘッジ会
計」を適用しております。また、ヘッジ有効性の評価は、
ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを四
半期毎に検証しております。

 （3）取引に係るリスクの内容
   当行が利用しているデリバティブ取引は、市場リスク

及び信用リスクを内包しております。市場リスクとは、
金利、有価証券等の価格、為替等、市場のリスクファク
ターの変動により保有するポジションの価値が変動し損
失を被るリスクであり、信用リスクとは、相手方の債務
不履行等により、保有しているポジションの価値が減
少・消失し、損失を被るリスクであります。

 （4）リスク管理体制
  ①基本方針等の制定
   当行は、リスク管理基本方針を制定し、リスクの種

類とその管理手法等を定めるとともに、デリバティブ
取引については、業務運営基準や与信管理ルール等を
制定し、厳正な運用・管理を行っております。

  ②組織・報告体制
   当行では、リスクの厳格な管理を行うため、市場取

引に関する組織を、取引の約定を行うフロントオフィ
ス（資金証券部）と勘定処理や取引の照合等を行うバ
ックオフィス（市場国際部）とに分離するとともに、
市場取引部署から独立したリスク管理部署（リスク統
轄部）を設置し、市場取引における相互牽制が働く管
理体制を構築しております。

   リスク管理部署は、当行全体の市場リスクを統合的
に管理するとともに、資金証券部に担当者を駐在さ
せ、運用基準等の遵守状況やポジションの管理、損益
状況の把握等オンサイトでのモニタリングを実施して
おります。各取引のポジション、損益状況、リスク 
量、契約先毎の残高等につきましては、リスク管理部
署からALM委員会等を通じて定期的に取締役（会）
等へ報告がなされております。

 （5）「2.取引の時価等に関する事項」の補足説明
   「契約額等」は、デリバティブ取引における名目上の

契約額または計算上の想定元本であり、それ自体が市場
リスク・信用リスク額を示すものではありません。

 （1）取引の内容
   当行が利用しているデリバティブ取引は、金利関連取

引では金利スワップ取引・金利キャップ取引・コーラブ
ルスワップ取引、債券関連取引では債券先物取引・債券
店頭オプション取引、通貨関連取引では外国為替先物予
約取引・通貨オプション取引・通貨スワップ取引であり
ます。

 （2）取引に対する取組方針・利用目的
   当行は、貸出金・預金や保有しております有価証券に

係る金利リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引、
コーラブルスワップ取引、債券先物取引及び債券店頭オ
プション取引を、外貨建資産・負債に係る為替リスクを
ヘッジする目的で外国為替先物予約取引や通貨オプショ
ン取引を利用しております。

   ヘッジ目的以外では、取引先のニーズに応えるため取
引先との間で金利スワップ取引、金利キャップ取引、外
国為替先物予約取引、通貨スワップ取引及び通貨オプシ
ョン取引を、収益確保や短期的な売買差益を獲得する目
的（ディーリング取引）で債券先物取引、債券店頭オプシ
ョン取引及び外国為替先物予約取引を行っております。

   なお、ヘッジ取引は、リスク管理基本方針等に定める
ヘッジ方針に基づき実施しており、「金融商品に関する
会計基準」に定める要件を満たしているものは「ヘッジ
会計」を適用しております。また、ヘッジ有効性の評価
は、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうか
を四半期毎に検証しております。

 （3）取引に係るリスクの内容
   当行が利用しているデリバティブ取引は、市場リスク

及び信用リスクを内包しております。市場リスクとは、
金利、有価証券等の価格、為替等、市場のリスクファク
ターの変動により保有するポジションの価値が変動し損
失を被るリスクであり、信用リスクとは、相手方の債務
不履行等により、保有しているポジションの価値が減
少・消失し、損失を被るリスクであります。

 （4）リスク管理体制
  ①基本方針等の制定
   当行は、リスク管理基本方針を制定し、リスクの種

類とその管理手法等を定めるとともに、デリバティブ
取引については、業務運営基準や与信管理ルール等を
制定し、厳正な運用・管理を行っております。

  ②組織・報告体制
   当行では、リスクの厳格な管理を行うため、市場取

引に関する組織を、取引の約定を行うフロントオフィ
ス（資金証券部）と勘定処理や取引の照合等を行うバ
ックオフィス（市場国際部）とに分離するとともに、
市場取引部署から独立したリスク管理部署（リスク統
轄部）を設置し、市場取引における相互牽制が働く管
理体制を構築しております。

   リスク管理部署は、当行全体の市場リスクを統合的
に管理するとともに、資金証券部に担当者を駐在さ
せ、運用基準等の遵守状況やポジションの管理、損益
状況の把握等オンサイトでのモニタリングを実施して
おります。各取引のポジション、損益状況、リスク 
量、契約先毎の残高等につきましては、リスク管理部
署からALM委員会等を通じて定期的に取締役（会）
等へ報告がなされております。

 （5）「2.取引の時価等に関する事項」の補足説明
   「契約額等」は、デリバティブ取引における名目上の

契約額または計算上の想定元本であり、それ自体が市場
リスク・信用リスク額を示すものではありません。

1.取引の状況に関する事項

デリバティブ取引関係

デリバティブ取引情報

●デリバティブ取引
金利や為替などの本来の金融
商品から派生したスワップ・
オプションなどの取引のこと
をいいます。主に相場の変動
リスクを回避するなどの目的
で利用されています。
●スワップ取引
あらかじめ決定された条件に
より2種類のキャッシュ・フ
ローを交換する取引のことで
す。この2種類のキャッシ
ュ・フローは同通貨間の場合

（金利スワップ）と異種通貨
間の場合（通貨スワップ）が
あります。
●オプション取引
ある商品をあらかじめ決定さ
れた条件により、購入できる
権利（コール）や売却できる
権利（プット）を売買する取
引のことです。オプションの
購入者はオプション行使の権
利を保有し、売却者はオプシ
ョン行使に応じる義務を負い
ます。この際、オプションの
購入者は売却者に対価として
オプション料を支払うことに
なります。

●想定元本額
デリバティブ取引を行う際、
利息などの受取額や支払額を
決定するために用いられる名
目上の元本額のことです。し
たがって、想定元本額自体は
必ずしも取引のリスクの大き
さを示すものではありません
が、デリバティブ取引の取引
規模を示す代表的な指標とさ
れています。
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（注）1.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、「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、上記記載から除いております。

2.時価の算定
店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

区
分 種類

平成18年度 平成19年度

契約額等 時 価 評価損益 契約額等 時価 評価損益うち1年超 うち1年超

取

引

所

金利先物
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

金利オプション
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

店

頭

金利先渡契約
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

金利スワップ
受取固定・支払変動 ――― ――― ――― ――― 3,560 3,560 40 40
受取変動・支払固定 ――― ――― ――― ――― 3,560 3,560 △40 △40
受取変動・支払変動 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

金利オプション
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

金利スワップション
売建 5,160 ――― △12 △12 2,900 ――― △10 △10
買建 5,160 ――― 12 12 2,900 ――― 10 10

その他
売建 472 472 △3 8 389 389 △1 7
買建 472 472 3 △2 389 389 1 △2

合計 ――― 6 ――― 4

2. 取引の時価等に関する事項
（1）金利関連取引 （単位：百万円）

（注）1.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、「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）に基づきヘッジ会計を
適用している為替スワップ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。

2.時価の算定
 割引現在価値等により算定しております。

区
分 種類

平成18年度 平成19年度

契約額等 時 価 評価損益 契約額等 時 価 評価損益うち1年超 うち1年超

取

引

所

通貨先物
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

通貨オプション
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

店

頭

通貨スワップ 15,283 15,283 35 35 40,548 40,548 95 95
為替予約

売建 19,849 ――― △96 △96 10,570 270 370 370
買建 4,129 ――― 36 36 2,642 270 △41 △41

通貨オプション
売建 ――― ――― ――― ――― 12,155 9,844 △1,055 △13
買建 ――― ――― ――― ――― 12,155 9,844 1,055 210

その他
売建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――
買建 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― ―――

合計 △24 △24 424 621

（2）通貨関連取引 （単位：百万円）
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オフバランス取引情報

（単位：億円）

契約金額・想定元本額 与信相当額
商品の内容

平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度

金利スワップ 1,818 2,118 22 27 将来の一定期間にわたって、予め決められた金
利指標を基にキャッシュ・フローを交換する取引

先物外国為替取引 239 132 1 5 将来の受渡日に、約定為替相場で異種通
貨の交換を約束する取引

その他の金融派生商品
通貨オプション（買） ――― 121 ――― 16 一定期間にわたって、予め定めた為替レ

ートを保証する取引

キャップ（買） 4 3 0 0 一定期間にわたって、予め定めた支払金
利の上限を保証する取引

金利スワップション 103 129 0 1 契約上決められた期日に当該スワップを
解約する権利を有するスワップ取引

合計 2,166 2,504 25 50

（1）金融派生商品及び先物外国為替取引

オフバランス取引

（注）1.上記計数は自己資本比率規制に基づくものであり、与信相当額はカレント・エクスポージャー方式により算出しております。
2. 与信相当額の算出にあたっては、ネッティング（取引相手と結んだ全てのオフバランス取引の時価評価額を相殺し、ネットアウト後の金額を与信相当額とするもの）

は行っておりません。
3. なお、上記先物外国為替取引のうち、自己資本比率規制上、与信相当額算出から除外される「原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が

14日以内）の取引」の契約金額は次のとおりです。

（単位：億円）

契約金額

平成18年度 平成19年度

先物外国為替取引 61 12

●オフバランス取引
債券先物・オプション・スワップ取引などのよう
に、取引が成約された時点ではバランスシートに計
上されませんが、将来、一定の条件が満たされた場
合に、確定債権・債務が発生する取引をいいます。

（単位：億円）

契約金額
商品の内容

平成18年度 平成19年度

コミットメント 13,963 13,777 貸越契約の枠空き等

保証取引 345 362 支払承諾等

合計 14,308 14,139

（2）与信関連取引
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その他の業務

内国為替取扱高
平成18年度 平成19年度

口 数 金 額 口 数 金 額

送金為替
各地へ向けた分 30,223 212,019 30,008 210,427

各地より受けた分 34,234 219,534 34,328 219,662

代金取立
各地へ向けた分 1,056 11,332 939 11,510

各地より受けた分 717 10,629 653 9,058

（単位：千口、億円）

外国為替取扱高
平成18年度 平成19年度

仕向為替
売渡為替 1,128 1,083

買入為替 407 409

被仕向為替
支払為替 519 404

取立為替 65 48

合計 2,120 1,946

（単位：百万米ドル） 外貨建資産残高
平成18年度 平成19年度

国内店 875 1,086

（単位：百万米ドル）

特定海外債権残高 該当ありません。

社債の受託額
平成18年度 平成19年度

件 数 金 額 件 数 金 額

物上担保付社債 1 0 ――― ―――

中小企業特定社債 40 42 35 33

銀行保証付私募債 73 99 83 110

合計 114 142 118 143

うち宮城県内企業 105 133 109 131

（単位：件、億円）

個人年金保険等の保険の窓口販売額
平成18年度 平成19年度

件 数 金 額 件 数 金 額

個人年金保険等（注） 904 96 1,426 103

（単位：件、億円）

（注）個人年金、終身保険、年金払積立傷害保険等を含んでおります。
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自己資本比率

単体自己資本比率（国内基準） （単位：百万円）

（注）1. 告示第40条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資
証券を含む。）であります。

 2.告示第41条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
 （1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
 （2）一定の場合を除き、償還されないものであること
 （3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
 （4）利払い義務の延期が認められるものであること
 3. 告示第41条第１項第４号及び第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超えるものに限られております。
 4. 告示第43条第１項第１号から第５号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。

項 目 平成18年度 平成19年度

基本的項目
（Tier１）

資本金 24,658 24,658 

うち非累積的永久優先株 ――― ――― 

新株式申込証拠金 ――― ――― 

資本準備金 7,835 7,835 

その他資本剰余金 10 13 

利益準備金 24,658 24,658 

その他利益剰余金 232,966 242,347 

その他 ――― ――― 

自己株式（△） 1,997 2,076 

自己株式申込証拠金 ――― ――― 

社外流出予定額（△） 1,517 1,327 

その他有価証券の評価差損（△）  ――― ――― 

新株予約権 ――― ――― 

営業権相当額（△） ――― ――― 

のれん相当額（△） ――― ――― 

企業結合により計上される無形固定資産相当額（△） ――― ――― 

証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ――― ――― 

計 （Ａ） 286,614 296,109 

うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ――― ――― 

補完的項目
（Tier２）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 ――― ――― 

一般貸倒引当金 21,615 19,820 

負債性資本調達手段等 ―――  ――― 

うち永久劣後債務（注2） ――― ――― 

うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） ――― ――― 

計 21,615 19,820 

うち自己資本への算入額 （Ｂ） 14,526 14,757 

控除項目 控除項目（注4）  （Ｃ） 893 1,408 

自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （Ｄ） 300,247 309,457 

リスク・アセット等

資産（オン・バランス）項目 2,115,611 2,148,206 

オフ・バランス取引等項目 49,084 50,645 

信用リスク・アセットの額 （Ｅ）  2,164,695 2,198,851 

オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（Ｇ）/8％） （Ｆ） 159,513 162,308 

（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （Ｇ） 12,761 12,984 

計（Ｅ）＋（Ｆ） （Ｈ） 2,324,209 2,361,160 

単体自己資本比率（国内基準）＝Ｄ/Ｈ×100（％） 12.91 13.10 

（参考）Tier１比率＝Ａ/Ｈ×100（％） 12.33 12.54 
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経営指標

利益率
平成18年度 平成19年度

総資産経常利益率 0.32 0.36

資本経常利益率 4.96 5.53

総資産当期純利益率 0.18 0.22

資本当期純利益率 2.77 3.41

（単位：％）

（注）1.総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（除く支払承諾見返）平均残高×100
2.資 本 経 常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／純資産平均残高（純資産の期首と期末の単純平均）×100

●預貸率
預金残高（譲渡性預金を含
む）に対する貸出金残高の
比率のことです。預金が貸
出に向けられる割合であ
り、銀行の資金ポジション
を示す経営指標の1つです。

預貸率
平成18年度 平成19年度

期末残高 期中平均 期末残高 期中平均

国内業務部門 62.20 62.17 62.40 61.95

国際業務部門 71.48 52.06 39.68 64.88

合計 62.22 62.16 62.35 61.95

（単位：％）

●預証率
預金残高（譲渡性預金を含
む）に対する有価証券残高
の比率のことです。預金が
有価証券運用に向けられる
割合であり、預貸率ととも
に一種の資金ポジションを
示す経営指標の1つです。

預証率
平成18年度 平成19年度

期末残高 期中平均 期末残高 期中平均

国内業務部門 38.06 36.10 37.70 36.84

国際業務部門 1,847.99 2,153.31 1,330.76 1,700.52

合計 40.94 39.69 40.60 39.65

（単位：％）

利鞘
平成18年度 平成19年度

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

資金運用利回り 1.56 4.18 1.68 1.72 3.46 1.79

資金調達原価 1.27 2.85 1.35 1.43 3.38 1.50

総資金利鞘 0.29 1.33 0.33 0.29 0.08 0.29

（単位：％）

従業員1人当たり指標
平成18年度 平成19年度

従業員数 2,678人 2,678人

預金 1,879 1,893

貸出金 1,169 1,180

（単位：百万円）

（注）1.預金には譲渡性預金を含んでおります。
2.従業員数は期中平均人員を記載しております。なお、従業員数には本部人員を含んでおります。

1店舗当たり指標
平成18年度 平成19年度

営業店舗数 131店 132店

預金 38,422 38,422

貸出金 23,907 23,958

（単位：百万円）

（注）1.預金には譲渡性預金を含んでおります。
2 店舗数には出張所を含んでおりません。

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。
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資本・株式の状況

資本金の推移
年月日 資本金 増加額 摘要

平成16年3月31日 24,658 ―――

平成17年3月31日 24,658 ―――

平成18年3月31日 24,658 ―――

平成19年3月31日 24,658 ―――

平成20年3月31日 24,658 ―――

（単位：百万円）

発行済株式総数

株式数
発行可能株式総数 1,344,000千株

発行済株式の総数 383,278千株

（平成20年3月31日現在）

株式所有者別内訳
区 分 株主数 所有株式数 割合

政府及び地方公共団体 12 人 5,355 単元 1.41 ％

金融機関 87 184,055 48.37

金融商品取引業者 39 2,431 0.64

その他の法人 477 50,418 13.25

外国法人等 個人以外 259 71,373 18.78

個人 ――― ――― ―――

個人その他 8,885 66,771 17.55

合計 9,759 380,403 100.00

（平成20年3月31日現在）

（注）1.１単元の株式数は1,000株であります。なお、上記のほか単元未満株式が2,875,734株あります。
2.自己株式3,885,696株は「個人その他」に3,885単元、単元未満株式に696株含まれております。

大株主

株主名 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

1 明治安田生命保険相互会社 18,928 千株 4.93 ％

2 株式会社三菱東京UFJ銀行 18,495 4.82

3 日本生命保険相互会社 15,431 4.02

4 住友生命保険相互会社 15,412 4.02

5 第一生命保険相互会社 12,275 3.20

6 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,157 2.65

7 東京海上日動火災保険株式会社 9,346 2.43

8 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 9,136 2.38

9 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,698 2.00

10 モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 7,138 1.86

計 124,018 32.35

（平成20年3月31日現在）
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従業員の状況

平成18年度 平成19年度

従業員数・平均年齢・平均勤続年数及び平均給与月額

1,818人
868人

2,686人
4人
0人
4人

40歳 9ヵ月
39歳 2ヵ月
40歳 3ヵ月
50歳 2ヵ月

－－－－－
50歳 2ヵ月
18年 4ヵ月
19年 7ヵ月
18年 9ヵ月
11年 4ヵ月

－－－－－
11年 4ヵ月

543千円
311千円
468千円
355千円
－－－－－

355千円

1,798人
868人

2,666人
4人
0人
4人

40歳 9ヵ月
39歳 3ヵ月
40歳 3ヵ月
51歳 2ヵ月

－－－－－
51歳 2ヵ月
18年 3ヵ月
19年 3ヵ月
18年 7ヵ月
12年 4ヵ月

－－－－－
12年 4ヵ月

539千円
316千円
467千円
381千円
－－－－－

381千円

従業員数

平均年齢

平均勤続年数

平均給与月額

2,690人

40歳 3ヵ月

18年  9ヵ月

468千円

2,670人

40歳 3ヵ月

18年  7ヵ月

467千円

事務員

庶務行員等

事務員

庶務行員等

事務員

庶務行員等

事務員

庶務行員等

男性
女性
合計
男性
女性
合計
男性
女性
平均
男性
女性
平均
男性
女性
平均
男性
女性
平均
男性
女性
平均
男性
女性
平均

（注） 1.従業員数は、次の出向者を含み、嘱託及び臨時雇員を含んでおりません。なお、下表の外部出向者数には、当行のグループ会社、関連団体への出向者を含んでおり
ません。

合計又は平均 合計又は平均

平成19年4月 平成20年4月

採用人員

63人
35人
98人

82人
79人

161人
採用人員

男性
女性
合計

平成18年度 平成19年度

67人
30人

（23人）
159人

61人
26人

（19人）
191人

出向者
うち外部出向者

（うち宮城県内企業）
嘱託・臨時雇員

2.平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
3.平均給与月額は、3月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与を除くものであります。
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定性的開示項目

 1. 連結の範囲に関する事項
 （1）  告示（注）第3条または第26条に規定する連結自己資本比率を

算定する対象となる会社の集団（以下「連結グループ」とい
う。）に属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財
務諸表規則」という。）にもとづき連結の範囲に含まれる会
社との相違点

（注）銀行法第14条の2の規定にもとづく平成18年金融庁告示第19号

連結グループに属する会社と連結財務諸表規則にもとづく連
結の範囲に含まれる会社に相違点はありません。

 （2）  連結グループのうち、連結子会社の数ならびに主要な連結子
会社の名称および主要な業務の内容

  連結グループに属する連結子会社は以下の７社です。

名     称 主要な業務の内容

七十七ビジネスサービス株式会社 現金等の精査整理

七十七スタッフサービス株式会社 労働者派遣事業

七十七事務代行株式会社 担保不動産の調査、債権書類の保管業務

七十七リース株式会社 リース業務

七十七信用保証株式会社 信用保証業務

七十七コンピューターサービス株式会社 電子計算機器等による計算業務の受託

株式会社七十七カード クレジットカード業務

 （3）  告示第9条または第32条が適用される金融業務を営む関連 
法人等の数ならびに主要な金融業務を営む関連法人等の名称
および主要な業務内容

   告示第9条または第32条が適用される金融業務を営む関連法
人等は該当ありません。

 （4）  告示第8条第1項第2号イからハまでまたは第31条第1項第2
号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社の数なら
びに主要な会社の名称および主要な業務の内容

   告示第8条第1項第2号イからハまでまたは第31条第1項第
2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社は該当
ありません。

 （5）  銀行法（昭和56年法律第59号）第16条の2第1項第11号
に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むものおよび同項第
12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない
会社の数ならびに主要な会社の名称および主要な業務の内容

   銀行法（昭和56年法律第59号）第16条の2第1項第11号
に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むものおよび同項第
12号に掲げる会社であって、連結グループに属していない
会社は該当ありません。

 （6）  連結グループ内の資金および自己資本の移動にかかる制限等
の概要

   連結子会社7社全てにおいて、債務超過会社はなく、自己資
本は充実しております。また、連結グループ内において自己
資本にかかる支援は行っておりません。

 2. 自己資本調達手段の概要
自己資本調達手段は、普通株式のみであり、平成20年3月末現
在で発行済株式総数は383,278千株であります。

 3. 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
当行は、信用リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスク
等のリスクを総体的に捉え、潜在的なリスクへの備えである自
己資本と比較・対照することによって、自己資本の充実度を評

価することとしております。
具体的には、年度毎にTier1を限度としてリスクの種類毎にリス
ク資本の予算を配賦したうえで、リスク量の実績を定期的に算
定し、リスク量が配賦額の範囲に収まっていることの確認を行
っております。リスク量の算定につきましては、信用リスクお
よび市場リスクはバリュー・アット・リスク（以下「VaR」と
いう。）（注）等により行っており、オペレーショナル・リスクは告
示に定める「基礎的手法」に準じた方法により行っております。

 （注） VaRとは、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、一定の
確率の範囲内で予想される最大の損失額をいいます。

 4. 信用リスクに関する事項
 （1） リスク管理の方針および手続の概要

当行は、「信用リスク管理方針」におきまして、信用リスク
を信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少
ないし消失し、損失を被るリスクであると定義したうえで、
信用リスク管理の重要性を十分認識し、信用格付制度の整
備、信用リスクの定量化を行うことによって、適切な信用リ
スクの管理を行う旨、定めております。
信用格付制度につきましては、使用する信用格付モデルの有
効性を統計的な手法を用いて定期的に検証するルールを制定
するなど、継続的に整備を行っております。また、信用リス
クの定量化につきましては、貸出金等を対象として、VaR等
の手法によりリスクの定量化を実施しており、定期的にリス
クの状況のモニタリングおよび経営陣に対する報告を行って
おります。
貸倒引当金の計上基準につきましては、連結は「連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項」、単体は「重要な会
計方針」の該当部分をご参照下さい。
信用リスク・アセット額の算定につきましては、告示に定め
る「標準的手法」を使用しております。

 （2） 標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
リスク・ウェイトの判定にあたっては、内部管理との整合性
を考慮し、また、特定の格付機関に偏らず、格付の客観性を
高めるためにも複数の格付機関の格付を使用することが適切
との判断にもとづき、エクスポージャーの種類にかかわら
ず、以下の格付機関の格付を使用しております。
・（株）格付投資情報センター
・（株）日本格付研究所
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ

 5. 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
当行は、担保や保証を勘案することにより、信用リスクの削減
効果を認識することとしております。
信用リスク削減手法として預金、有価証券、不動産、手形等の
担保、および国・地方公共団体、信用保証協会等による保証を
用いております。信用リスク削減手法の適用は、担保におきま
しては不動産、保証におきましては国・地方公共団体、信用保
証協会によるものが主体となっております。
自己資本比率の算定を行う場合には、告示の定めに従い、①現
金、預金等の適格金融資産担保、②担保登録のない定期預金（総
合口座、積立性預金を除く。）、③国・地方公共団体、信用保証
協会等による適格保証について、信用リスク削減手法を用いて
おります。なお、信用リスク削減手法は、告示に定める「包括
的手法」を使用しております。
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 6.  派生商品取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針お
よび手続の概要
当行の派生商品取引にかかる取引相手の信用リスクにつきまし
ては、取引相手毎に与信限度額を設定し、オンバランス取引と
合算のうえ管理しております。
派生商品取引の与信相当額は、カレント・エクスポージャー方
式により算定しており、与信限度額との対比状況を定期的に経
営陣へ報告しております。
なお、派生商品取引の取引相手の信用リスクにつきましては、
担保による保全および引当金の算定は行っておりません。

 7. 証券化エクスポージャーに関する事項
 （1） リスク管理の方針および手続の概要
  Ａ. 取引の内容

当行は、主に投資家として証券化取引に関与しております。
オリジネーターおよびサービサーとして証券化取引に関与
した取引がございますが、貸出実行当日に貸出債権を売却
しておりますので、証券化取引に伴う信用リスクはござい
ません。

  Ｂ. 取引にかかるリスクの内容および管理体制
当行が投資家として保有する証券化エクスポージャーにつ
きましては、信用リスクおよび金利リスクを有しておりま
すが、これは貸出金や有価証券等の取引より発生するもの
と基本的に変わるものでないことから、貸出金や有価証券
等の取引と同様の管理を行っております。

 （2） 信用リスク・アセットの額の算定に使用する方式の名称
証券化エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算定に
あたっては、告示に定める「標準的手法」を使用しておりま
す。

 （3） 証券化取引に関する会計方針
当行がオリジネーターとして関与した証券化取引の会計上の
処理につきましては、金融資産の契約上の権利に対する支配
が他に移転したことにより金融資産の消滅を認識する売却処
理を行っております。

 （4）  証券化エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定
に使用する適格格付機関の名称
証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定につきま
しては、上記「4．（2）標準的手法が適用されるポートフォ
リオに関する事項」に記載しております格付機関と同様の4
社を使用しております。
なお、証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い
分けは行っておりません。

 8. オペレーショナル・リスクに関する事項
 （1） リスク管理の方針および手続の概要

当行は、「オペレーショナル・リスク管理方針」におきまして、
オペレーショナル・リスクを損失の発生原因などから８つの
リスク（事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リ
スク、有形資産リスク、風評リスク、アウトソーシングに伴
うリスク、災害等偶発事態発生によるリスク）に分類し、そ
れぞれの担当部が管理しております。また、各オペレーショ
ナル・リスクを総合的に管理するため、リスク統轄部をオペ
レーショナル・リスクの総合的な管理部署と位置付け、適切
な管理を行っております。
オペレーショナル・リスクを評価、モニタリングするため
に、損失情報等の収集・分析およびコントロール・セルフ・

アセスメント（注）を継続して行うこととしており、リスクを
コントロール・削減するために、コントロール・セルフ・ア
セスメントを行い、コントロール・削減に必要な規定等の整
備を行うこととしております。

 （注） コントロール・セルフ・アセスメントとは、商品・業務等に内在するリスクを
特定、認識し、リスク管理の有効性やリスクが顕在化する可能性について、当
該商品・業務等に携わる者自らが評価を行うことをいいます。

 （2）  オペレーショナル・リスク相当額の算定に使用する手法の名称
オペレーショナル・リスク相当額の算定にあたっては、告示
に定める「基礎的手法」を使用しております。

 9.  銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関す
るリスク管理の方針および手続の概要
当行は、「市場リスク管理方針」におきまして、銀行勘定におけ
る出資等または株式等エクスポージャー（以下「株式等」とい
う。）に関するリスクを株式等の価格の変動に伴い資産価格が減
少するリスク（価格変動リスク）であると定義したうえで、市
場リスク管理の重要性を十分認識し、市場リスクの定量化を行
うことによって、適切な価格変動リスクの管理を行う旨、定め
ております。
株式等の価格変動リスクの定量化につきましては、上場株式、
証券投資信託等を対象として、VaR、シミュレーション分析等
の手法によりリスク量を定量化し、定期的にリスクの状況のモ
ニタリングおよび経営陣に対する報告を行っております。
株式等の評価基準および評価方法につきましては、連結は「連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、単体は「重要
な会計方針」の該当部分をご参照下さい。

 10. 銀行勘定における金利リスクに関する事項
 （1） リスク管理の方針および手続の概要

当行は、「市場リスク管理方針」におきまして、銀行勘定に
おける金利リスクを金利の変動に伴い損失を被るリスクで、
資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在しているな
かで、金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を
被るリスクであると定義したうえで、市場リスク管理の重要
性を十分認識し、市場リスクの定量化を行うことによって、
適切な金利リスクの管理を行う旨、定めております。
金利リスクの定量化につきましては、貸出金、債券、預金等
の資産・負債を対象として、VaR、シミュレーション分析等
の手法によりリスク量を定量化し、定期的にリスクの状況の
モニタリングおよび経営陣に対する報告を行っております。

 （2）  内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法
の概要
当行は、内部管理上使用している金利リスクの算定手法とし
て、分散共分散法によるVaRを使用しております。VaR算定
の前提条件は、観測期間250営業日、信頼区間99％、保有
期間60営業日としており、債券につきましては日次で、貸
出金、預金等につきましては月次で算定しております。
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1. 自己資本の構成に関する事項

項 目 前期末 当期末 項 目 前期末 当期末

（自己資本） 他の金融機関の資本調達手段の
意図的な保有相当額 ─── ───

資本金 24,658 24,658 告示第29条第1項第3号に掲げる
もの及びこれに準ずるもの ─── ───

うち非累積的永久優先株 ─── ─── 告示第29条第1項第4号及び第5号に
掲げるもの及びこれらに準ずるもの ─── ───

新株式申込証拠金 ─── ─── 短期劣後債務及びこれに準ずるもの ─── ───

資本剰余金 7,845 7,848 告示第31条第1項第2号に規定する連結の範囲
に含まれないものに対する投資に相当する額 ─── ───

利益剰余金 258,706 268,181
非同時決済取引に係る控除額及び信用リス
ク削減手法として用いる保証又はクレジッ
ト・デリバティブの免責額に係る控除額

─── ───

自己株式（△） 1,971 2,051 内部格付手法採用行において、期待損失額が
適格引当金を上回る額の50％相当額 ─── ───

自己株式申込証拠金 ─── ─── PD／LGD方式の適用対象となる
株式等エクスポージャーの期待損失額 ─── ───

社外流出予定額（△） 1,526 1,336

基本的項目からの控除分を除く、自己資本
控除とされる証券化エクスポージャー及び
信用補完機能を持つI／Oストリップス（告
示第247条を準用する場合を含む。）

893 1,408

その他有価証券の評価差損（△） ─── ─── 控除項目不算入額（△） ─── ───

為替換算調整勘定 ─── ─── （控除項目） 計 （E） 893 1,408
新株予約権 ─── ─── 自己資本額（D）ー（E） （F） 310,442 319,862
連結子法人等の少数株主持分 8,854 8,969

うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ─── ───

営業権相当額（△） ─── ───

のれん相当額（△） ─── ───

企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ─── ─── （リスク・アセット等）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△） ─── ─── 資産（オン・バランス）項目 2,144,711 2,178,112
内部格付手法採用行において、期待損失額が
適格引当金を上回る額の50％相当額（△） ─── ─── オフ・バランス取引等項目 49,084 50,645

※繰延税金資産の控除前の
［基本的項目］計（上記各項目の合計額） 296,567 306,270 マーケット・リスク相当額を8％で

除して得た額 ─── ───

※繰延税金資産の控除金額（△） ─── ─── オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 169,120 171,327

［基本的項目］計 （A） 296,567 306,270
旧所要自己資本の額に告示に定める率
を乗じて得た額が新所要自己資本の額
を上回る額に25.0を乗じて得た額

─── ───

うち告示第28条第2項に掲げるもの ─── ─── 合計 （G） 2,362,915 2,400,084
土地の再評価額と再評価の直前の
帳簿価額の差額の45%相当額 ─── ───

一般貸倒引当金 23,097 21,357
内部格付手法採用行において、
適格引当金が期待損失額を上回る額 ─── ───

負債性資本調達手段等 ─── ───

告示第29条第1項第3号に掲げるもの ─── ───

告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるもの ─── ───

補完的項目不算入額（△） 8,328 6,356
［補完的項目］計 （B） 14,768 15,000
短期劣後債務 ─── ───

準補完的項目不算入額（△） ─── ───

［準補完的項目］計 （C） ─── ─── 自己資本比率（国内基準） （F）／（G） 13.13％ 13.32％
自己資本総額（A+B+C） （D） 311,335 321,271 参考：Tier1比率（国内基準）（A）／（G） 12.55％ 12.76％

（単位：百万円）

定量的開示項目（連結）
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（単位：百万円）

2. 自己資本充実度に関する事項
（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額およびポートフォリオごとの額
●オン・バランス項目

項 目
（参考）

告示で定める
リスク・ウェイト（％）

所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

1. 現金 0 ─── ───

2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 ─── ───

3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 0～100 ─── ───

4. 国際決済銀行等向け 0 ─── ───

5. 我が国の地方公共団体向け 0 ─── ───

6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 20～100 103 136

7. 国際開発銀行向け 0～100 ─── ───

8. 我が国の政府関係機関向け 10～20 162 142

9. 地方三公社向け 20 39 25

10. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 20～100 3,617 3,249

11. 法人等向け 20～100 39,940 38,526

12. 中小企業等向け及び個人向け 75 12,364 13,440

13. 抵当権付住宅ローン 35 4,595 4,060

14. 不動産取得等事業向け 100 12,215 12,566

15. 三月以上延滞等 50～150 466 472

16. 取立未済手形 20 0 0

17. 信用保証協会等による保証付 10 624 626

18. 株式会社産業再生機構による保証付 10 ─── ───

19. 出資等 100 2,954 3,791

20. 上記以外 100 5,037 5,952

21. 証券化（オリジネーターの場合） 20～100 ─── ───

22. 証券化（オリジネーター以外の場合） 20～350 1,183 1,579

23. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）の
うち、個々の資産の把握が困難な資産 ─── 3,375 3,961

合計 ─── 86,681 88,533
（注） 所要自己資本の額は、リスク・アセットの額に4%を乗じて算出しておりますが、自己資本控除となる証券化（オリジネーター以外の場合）については、自己資本控

除の額（平成18年度：893百万円、平成19年度：1,408百万円）を所要自己資本の額として計上しております。
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●オフ・バランス項目
（単位：百万円）

（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額およびこのうち連結グループが使用する手法ごとの額

平成18年度 平成19年度
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 6,764 6,853

うち基礎的手法 6,764 6,853

うち粗利益配分手法 ─── ───

うち先進的計測手法 ─── ───

（単位：百万円）

項 目 掛目（％）
所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

1. 任意の時期に無条件で取消可能又は
自動的に取消可能なコミットメント 0 ─── ───

2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 20 187 182

3. 短期の貿易関連偶発債務 20 1 1

4. 特定の取引に係る偶発債務 50 1 0

（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） 50 ─── ───

5. NIF又はRUF 50
＜75＞ ─── ───

6. 原契約期間が1年超のコミットメント 50 422 383

7. 内部格付手法におけるコミットメント ＜75＞ ─── ───

8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 100 1,315 1,346

（うち借入金の保証） 100 751 685

（うち有価証券の保証） 100 ─── ───

（うち手形引受） 100 ─── ───

（うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約） 100 ─── ───

（うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供） 100 ─── ───

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） ─── ─── ───

買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） 100 ─── ───

控除額（△） ─── ─── ───

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 100 ─── ───

11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供
又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 100 10 3

12. 派生商品取引 ─── 25 108

（1）外為関連取引 ─── 7 90

（2）金利関連取引 ─── 18 17

（3）金関連取引 ─── ─── ───

（4）株式関連取引 ─── ─── ───

（5）貴金属（金を除く）関連取引 ─── ─── ───

（6）その他のコモディティ関連取引 ─── ─── ───

（7）クレジット・デリバティブ取引
（カウンター・パーティー・リスク）

─── ─── ───

一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） ─── ─── ───

13. 長期決済期間取引 ─── ─── ───

14. 未決済取引 ─── ─── ───

15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び
適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 0～100 ─── ───

16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー 100 ─── ───

合計 ─── 1,963 2,025
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3. 信用リスクに関する事項
（1） エクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞

エクスポージャー貸出金、支払承諾見返
およびコミットメント

債券 デリバティブ取引

平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度

宮城県内 ─── ─── 2,449,750 2,459,315 ─── ─── ─── ─── 23,399 13,549

宮城県外 ─── ─── 717,221 739,176 ─── ─── ─── ─── 1,533 2,403

国内計 4,799,821 4,858,291 3,166,972 3,198,491 1,630,335 1,655,416 2,513 4,382 24,933 15,953

国外計 152,596 155,643 3,698 3,515 148,897 151,487 ─── 640 ─── ───

地域別計 4,952,417 5,013,934 3,170,670 3,202,007 1,779,233 1,806,903 2,513 5,022 24,933 15,953

製造業 317,482 319,900 267,829 266,757 49,643 51,740 9 1,402 1,527 1,134

農業 2,392 1,942 2,392 1,942 ─── ─── ─── ─── 71 27

林業 323 292 323 292 ─── ─── ─── ─── ─── ───

漁業 10,830 5,740 10,830 5,740 ─── ─── ─── 0 1,785 10

鉱業 1,973 1,709 1,973 1,709 ─── ─── ─── ─── ─── ───

建設業 168,544 146,945 165,696 144,627 2,846 2,257 2 60 2,385 861

電気・ガス・熱供給・水道業 82,693 102,999 47,727 52,922 34,966 50,077 ─── ─── ─── ───

情報通信業 35,607 40,087 34,284 31,228 1,323 8,858 ─── ─── ─── 5

運輸業 58,208 61,595 57,918 60,314 290 1,280 ─── ─── 2,838 58

卸・小売業 359,236 348,583 349,017 335,984 10,162 12,257 57 340 2,059 1,249

金融・保険業 497,998 526,898 271,598 262,852 224,060 261,012 2,339 3,033 34 ───

不動産業 345,466 353,736 344,770 350,965 696 2,771 ─── ─── 5,383 3,475

各種サービス業 372,086 367,468 367,885 361,643 4,096 5,640 104 184 1,508 1,902

国・地方公共団体 1,958,484 1,994,502 507,333 583,495 1,451,150 1,411,007 ─── ─── ─── ───

個人 741,089 741,531 741,089 741,530 ─── ─── ─── 0 7,338 7,226

その他 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

業種別計 4,952,417 5,013,934 3,170,670 3,202,007 1,779,233 1,806,903 2,513 5,022 24,933 15,953

１年以下 793,857 765,010 643,984 598,807 149,637 165,692 235 511 3,162 1,959

１年超３年以下 886,926 1,021,691 567,394 633,588 319,005 387,600 526 502 2,427 523

３年超５年以下 1,010,297 975,406 494,186 507,403 515,371 466,216 738 1,786 1,442 617

５年超７年以下 523,597 503,015 246,155 288,263 276,941 213,937 499 813 1,299 902

７年超 1,221,040 1,256,962 702,250 682,098 518,277 573,456 512 1,407 5,124 4,627

期間の定めのないもの 516,698 491,847 516,698 491,847 ─── ─── ─── ─── 11,477 7,324

残存期間別合計 4,952,417 5,013,934 3,170,670 3,202,007 1,779,233 1,806,903 2,513 5,022 24,933 15,953

（注） 1. 信用リスクエクスポージャー期末残高については、信用リスクエクスポージャーの残高が多い「貸出金」「支払承諾見返」「コミットメント」「債券」「デリバティ
ブ取引」について記載しております。

 2.各エクスポージャーの残高に、未収利息は含んでおりません。
3. 「貸出金、支払承諾見返、コミットメント」の地域については、当該エクスポージャーの取引店舗の所属する地域を基準に集計しております。（ただし、非居住者

向けの取引については、「国外」、関連会社にかかるエクスポージャーは「宮城県内」として集計しております。）
4.「債券」「デリバティブ取引」については、「国内」「国外」の区分のみ集計しております。（「債券」の国外計は、外貨外国証券および外国証券を集計しております。）
5.三月以上延滞エクスポージャーのうち、期限を経過しているエクスポージャーについては、「期間の定めのないもの」として集計しております。
6. 原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、デリバティブ取引のエクスポージャー期

末残高から除いております。
7. 我が国の政府関係機関、外国の中央政府等以外の公共部門、国際開発銀行が発行する債券、および政府保証債につきましては、国・地方公共団体として集計して

おります。
8.関連会社にかかるエクスポージャーの残存期間は、期間の把握が可能なエクスポージャーを除き、「期間の定めのないもの」として集計しております。
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（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高および期中の増減額

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成18年度 20,864 23,097 ─── 20,864 23,097

平成19年度 23,097 21,357 ─── 23,097 21,357

個別貸倒引当金
平成18年度 48,705 39,062 17,401 31,303 39,062

平成19年度 39,062 30,651 15,423 23,638 30,651

特定海外債権引当勘定
平成18年度 ─── ─── ─── ─── ───

平成19年度 ─── ─── ─── ─── ───

合計
平成18年度 69,569 62,159 17,401 52,167 62,159

平成19年度 62,159 52,008 15,423 46,735 52,008

（単位：百万円）

●個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳

期首残高 当期増加額 当期減少額（目的使用） 当期減少額（その他） 期末残高

平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度

宮城県内 45,646 37,628 37,628 27,105 15,895 15,108 29,750 22,520 37,628 27,105

宮城県外 3,031 1,408 1,408 3,518 1,506 315 1,525 1,092 1,408 3,518

その他 28 25 25 28 ─── ─── 28 25 25 28

国内計 48,705 39,062 39,062 30,651 17,401 15,423 31,303 23,638 39,062 30,651

国外計 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

地域別合計 48,705 39,062 39,062 30,651 17,401 15,423 31,303 23,638 39,062 30,651

製造業 4,656 4,097 4,097 2,544 2,036 1,958 2,619 2,138 4,097 2,544

農業 306 2 2 2 272 ─── 33 2 2 2

林業 61 60 60 59 ─── ─── 61 60 60 59

漁業 3,311 3,884 3,884 134 647 3,739 2,664 145 3,884 134

鉱業 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

建設業 4,414 5,038 5,038 4,200 3,225 2,126 1,189 2,911 5,038 4,200

電気・ガス・熱供給・水道業 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

情報通信業 29 66 66 20 ─── 55 29 11 66 20

運輸業 1,849 2,316 2,316 57 115 1,632 1,734 683 2,316 57

卸・小売業 6,255 4,058 4,058 5,297 2,297 1,774 3,957 2,283 4,058 5,297

金融・保険業 142 34 34 104 104 33 38 1 34 104

不動産業 14,576 6,556 6,556 3,879 5,702 2,259 8,873 4,297 6,556 3,879

各種サービス業 9,044 8,025 8,025 8,554 2,040 663 7,003 7,362 8,025 8,554

国・地方公共団体 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

個人 3,870 4,733 4,733 5,269 956 1,178 2,913 3,555 4,733 5,269

その他 185 187 187 526 1 1 184 186 187 526

業種別計 48,705 39,062 39,062 30,651 17,401 15,423 31,303 23,638 39,062 30,651

（単位：百万円）

（注） 1. 地域については、当該引当金が引き当てられた先の取引店舗の所属する地域を基準に集計しております。（ただし、関連会社にかかる引当金については、ゴルフ会
員権にかかる引当金を除き、宮城県内として集計しております。）

 2.関連会社にかかる引当金については、個別に判断できるものを除き、その他の業種として集計しております。
3.ゴルフ会員権および仮払金にかかる引当金については、地域および業種ともその他欄に記載しております。
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（3）業種別または取引相手の別の貸出金償却の額

平成18年度 平成19年度

製造業 21 ───

農業 ─── ───

林業 ─── ───

漁業 ─── 1

鉱業 ─── ───

建設業 0 ───

電気・ガス・熱供給・水道業 ─── ───

情報通信業 ─── ───

運輸業 ─── ───

卸・小売業 ─── ───

金融・保険業 ─── ───

不動産業 ─── ───

各種サービス業 ─── ───

国・地方公共団体 ─── ───

個人 110 101

その他 4 3

業種別計 136 106

（単位：百万円）

（注）  関連会社の資産にかかる償却については、個人およびその他に計上しております。

（4）リスク・ウェイトの区分毎のエクスポージャー

平成18年度 平成19年度

格付あり 格付なし 格付あり 格付なし

0% 7,669 2,187,142 6,041 2,195,999

10% ─── 197,242 ─── 192,628

20% 191,048 474,347 272,661 425,857

35% ─── 328,267 ─── 290,022

50% 269,975 16,716 336,152 13,301

75% ─── 406,838 ─── 442,721

100% 99,953 1,279,001 64,813 1,285,493

150% ─── 4,683 860 4,406

350% ─── ─── ─── ───

その他 ─── 106,662 ─── 114,012

合計 568,646 5,000,903 680,528 4,964,443
（注） 1. 日本国政府・地方公共団体向けの円建てのエクスポージャー等、格付の有無によらず適用するリスク・ウェイト区分が定められているものについては、格付なし

として計上しております。
2. その他は、ETF、上場REIT以外の投資信託および金銭の信託について記載しております。加重平均のリスク・ウェイトは平成18年度：79.11%、平成19年度：

86.86%です。
 3.ETF、上場REITについては、出資等として100%・格付なしとして計上しております。

4. 個別貸倒引当金が引当てられているエクスポージャーについては、0%・格付なしとして計上しております。
5. 低いリスク・ウェイト区分を適用できる保証付エクスポージャーについては、保証先のリスク・ウェイト区分欄に記載しております。
6. 「格付あり」は、外国の中央政府・中央銀行および法人等向けエクスポージャーのみ集計しております。

（単位：百万円）
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4. 信用リスク削減手法に関する事項
●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

平成18年度 平成19年度

現金および自行預金 94,799 84,559

金 ─── ───

適格債券 252 257

適格株式 4,530 3,449

適格投資信託 ─── ───

適格金融資産担保合計 99,582 88,266

適格保証 436,437 496,846

適格クレジット・デリバティブ ─── ───

適格保証、クレジット・デリバティブ合計 436,437 496,846

（単位：百万円）

（注）1.現金および自行預金には、貸出金と自行預金の相殺が可能なエクスポージャー（平成18年度：43,759百万円、平成19年度：38,848百万円）を含んでおります。
2.適格保証については、信用保証協会保証付エクスポージャー（平成18年度：156,191百万円、平成19年度：156,671百万円）を含んでおります。

 5.  派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項
 （1） 与信相当額の算出に用いる方式

    スワップ、オプションその他の派生商品取引の与信相当額はカレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

 （2） グロス再構築コストの額（ゼロを下回らないものに限る。）の合計額

    グロス再構築コストの額の合計は平成18年度は932百万円、平成19年度は2,165百万円です。

 （3） 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあたっては、取引の区分ごとの与

信相当額を含む。）

 （4） （2）の合計額およびグロスのアドオンの合計額から（3）の額を差し引いた額

    差し引いた額はゼロとなります。

 （5） 担保の種類別の額

    該当ございません。

平成18年度 平成19年度

派生商品取引 2,513 5,022

外国為替関連取引及び金関連取引 466 3,067

金利関連取引 2,047 1,954

株式関連取引 ─── ───

貴金属関連取引（金関連取引を除く。） ─── ───

その他コモディティ関連取引 ─── ───

クレジット・デリバティブ ─── ───

合計 2,513 5,022

（単位：百万円）

（注）  原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、上記記載から除いております。
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（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成18年度 平成19年度

派生商品取引 2,513 5,022

外国為替関連取引及び金関連取引 466 3,067

金利関連取引 2,047 1,954

株式関連取引 ─── ───

貴金属関連取引（金関連取引を除く。） ─── ───

その他コモディティ関連取引 ─── ───

クレジット・デリバティブ ─── ───

合計 2,513 5,022

（単位：百万円）

（注）  原契約期間が５営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、上記記載から除いております。

 （7）  与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、

プロテクションの購入または提供の別に区分した額

    該当ございません。

 （8） 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

    該当ございません。
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 C.  告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額および原資産の種類別の内訳

平成18年度 平成19年度

リース債権 893 537

事業債 ─── 871

合計 893 1,408

（単位：百万円）

 D.  告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

  該当ございません。

平成18年度 平成19年度

自動車ローン債権 723 142

クレジットカード債権 1,100 280

リース債権 10,335 4,454

手形債権 6,491 ───

割賦債権 1,629 883

事業債 2,007 1,866

事業者向け貸出 6,633 6,953

商業用不動産 4,666 4,646

合計 33,589 19,226

（単位：百万円）

 B. 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

残高 所要自己資本の額 残高 所要自己資本の額

0% ─── ─── ─── ───

20% 31,594 252 16,715 133

50% 201 4 200 4

100% ─── ─── ─── ───

350% ─── ─── ─── ───

その他 900 33 900 33

自己資本控除 893 893 1,408 1,408

合計 33,589 1,183 19,226 1,579

（単位：百万円）

（注）  その他欄は、無格付の証券化エクスポージャーについて、裏付資産を構成する個別のエクスポージャーに対して適用されるリスク・ウェイトの加重平均値（平成18
年度：92.52%、平成19年度 ：92.08%）を適用したものです。

6. 証券化エクスポージャーに関する事項
 （1） 連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

    該当ございません。

 （2） 連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

 Ａ. 保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳

 B. 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

残高 所要自己資本の額 残高 所要自己資本の額

0% ─── ─── ─── ───

20% 31,594 252 16,715 133

50% 201 4 200 4

100% ─── ─── ─── ───

350% ─── ─── ─── ───

その他 900 33 900 33

自己資本控除 893 893 1,408 1,408

合計 33,589 1,183 19,226 1,579

（単位：百万円）

（注）  その他欄は、無格付の証券化エクスポージャーについて、裏付資産を構成する個別のエクスポージャーに対して適用されるリスク・ウェイトの加重平均値（平成18
年度：92.52%、平成19年度 ：92.08%）を適用したものです。
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 7. 銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項
 （1） 出資等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額等

（注）  上場している出資等または株式等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額には、ETF、REITを含んでおります。ETF、REIT以外の投資信託、金銭の信託および投
資事業組合に対する出資等または株式等エクスポージャーについては、計上しておりません。

平成18年度 平成19年度

連結貸借対照表計上額 時価 連結貸借対照表計上額 時価

上場している出資等または株式等
エクスポージャーの連結貸借対照表計上額 209,954 174,508

上記に該当しない出資等または株式等
エクスポージャーの連結貸借対照表計上額 2,689 2,744

合計 212,643 212,643 177,252 177,252

（単位：百万円）

 （2） 出資等または株式等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

平成18年度 平成19年度

売却損益額 1,710 1,038

償却額 209 941

（単位：百万円）

 （3） 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

    連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額は、平成18年度は138,721百万

円、平成19年度は81,132百万円です。

 （4） 連結貸借対照表および連結損益計算書で認識されない評価損益の額

    該当ございません。

9.  告示第8条第1項第2号イからハまでまたは第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項
目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下
回った額の総額

   該当ございません。

 8.  銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対
する経済価値の増減額

保有期間
（営業日）

VaR

平成18年度 平成19年度

金利リスク ─── 49,375 52,860

円貨債券 60 31,166 34,048

外貨債券 60 585 2,079

商品有価証券 20 18 31

円貨預貸金 60 17,606 16,702

（単位：百万円）

（注） 1. 信頼水準99％
 2. 内部管理上、金利ショックに対する経済価値の増減額は銀行単体のみを対象として計測しております。
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1. 自己資本の構成に関する事項

項 目 前期末 当期末 項 目 前期末 当期末

（自己資本） 他の金融機関の資本調達手段の
意図的な保有相当額 ─── ───

資本金 24,658 24,658 告示第41条第1項第3号に掲げる
もの及びこれに準ずるもの ─── ───

うち非累積的永久優先株 ─── ─── 告示第41条第1項第4号及び第5号に
掲げるもの及びこれらに準ずるもの ─── ───

新株式申込証拠金 ─── ─── 短期劣後債務及びこれに準ずるもの ─── ───

資本準備金 7,835 7,835
非同時決済取引に係る控除額及び信用リス
ク削減手法として用いる保証又はクレジッ
ト・デリバティブの免責額に係る控除額

─── ───

その他資本剰余金 10 13 内部格付手法採用行において、期待損失額が
適格引当金を上回る額の50％相当額 ─── ───

利益準備金 24,658 24,658 PD／LGD方式の適用対象となる
株式等エクスポージャーの期待損失額 ─── ───

その他利益剰余金 232,966 242,347

基本的項目からの控除分を除く、自己資本
控除とされる証券化エクスポージャー及び
信用補完機能を持つI／Oストリップス（告
示第247条を準用する場合を含む。）

893 1,408

その他 ─── ─── 控除項目不算入額（△） ─── ───

自己株式（△） 1,997 2,076 （控除項目） 計 （E） 893 1,408
自己株式申込証拠金 ─── ─── 自己資本額（D）ー（E） （F） 300,247 309,457
社外流出予定額（△） 1,517 1,327
その他有価証券の評価差損（△） ─── ───

新株予約権 ─── ───

営業権相当額（△） ─── ───

のれん相当額（△） ─── ───

企業結合により計上される無形固定資産相当額（△） ─── ─── （リスク・アセット等）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△） ─── ─── 資産（オン・バランス）項目 2,115,611 2,148,206
内部格付手法採用行において、期待損失額が
適格引当金を上回る額の50％相当額（△） ─── ─── オフ・バランス取引等項目 49,084 50,645

※繰延税金資産の控除前の
［基本的項目］計（上記各項目の合計額） 286,614 296,109 マーケット・リスク相当額を8％で

除して得た額 ─── ───

※繰延税金資産の控除金額（△） ─── ─── オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 159,513 162,308

［基本的項目］計 （A） 286,614 296,109
旧所要自己資本の額に告示に定める率
を乗じて得た額が新所要自己資本の額
を上回る額に25.0を乗じて得た額

─── ───

うち告示第40条第2項に掲げるもの ─── ─── 合計 （G） 2,324,209 2,361,160
土地の再評価額と再評価の直前の
帳簿価額の差額の45％相当額 ─── ───

一般貸倒引当金 21,615 19,820
内部格付手法採用行において、
適格引当金が期待損失額を上回る額 ─── ───

負債性資本調達手段等 ─── ───

告示第41条第1項第3号に掲げるもの ─── ───

告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるもの ─── ───

補完的項目不算入額（△） 7,089 5,063
［補完的項目］計 （B） 14,526 14,757
短期劣後債務 ─── ───

準補完的項目不算入額（△） ─── ───

［準補完的項目］計 （C） ─── ─── 自己資本比率（国内基準） （F）／（G） 12.91％ 13.10％
自己資本総額（A+B+C） （D） 301,140 310,866 参考：Tier1比率（国内基準）（A）／（G） 12.33％ 12.54％

（単位：百万円）

定量的開示項目（単体）
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2. 自己資本充実度に関する事項
（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額およびポートフォリオごとの額
●オン・バランス項目

項 目
（参考）

告示で定める
リスク・ウェイト（％）

所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

1. 現金 0 ─── ───

2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 ─── ───

3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 0～100 ─── ───

4. 国際決済銀行等向け 0 ─── ───

5. 我が国の地方公共団体向け 0 ─── ───

6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 20～100 103 136

7. 国際開発銀行向け 0～100 ─── ───

8. 我が国の政府関係機関向け 10～20 162 142

9. 地方三公社向け 20 39 25

10. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 20～100 3,615 3,249

11. 法人等向け 20～100 40,646 39,277

12. 中小企業等向け及び個人向け 75 12,364 13,440

13. 抵当権付住宅ローン 35 4,595 4,060

14. 不動産取得等事業向け 100 12,215 12,566

15. 三月以上延滞等 50～150 451 450

16. 取立未済手形 20 0 0

17. 信用保証協会等による保証付 10 624 626

18. 株式会社産業再生機構による保証付 10 ─── ───

19. 出資等 100 2,954 3,791

20. 上記以外 100 3,183 4,028

21. 証券化（オリジネーターの場合） 20～100 ─── ───

22. 証券化（オリジネーター以外の場合） 20～350 1,183 1,579

23. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）の
うち、個々の資産の把握が困難な資産 ─── 3,375 3,961

合計 ─── 85,517 87,337

（単位：百万円）

（注） 所要自己資本の額は、リスク・アセットの額に4%を乗じて算出しておりますが、自己資本控除となる証券化（オリジネーター以外の場合）については、自己資本控
除の額（平成18年度：893百万円、平成19年度：1,408百万円）を所要自己資本の額として計上しております。
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●オフ・バランス項目

項 目 掛目（％）
所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

1. 任意の時期に無条件で取消可能又は
自動的に取消可能なコミットメント 0 ─ ─

2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 20 187 182

3. 短期の貿易関連偶発債務 20 1 1

4. 特定の取引に係る偶発債務 50 1 0

（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） 50 ─ ─

5. NIF又はRUF 50
＜75＞ ─ ─

6. 原契約期間が1年超のコミットメント 50 422 383

7. 内部格付手法におけるコミットメント ＜75＞ ─ ─

8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 100 1,315 1,346

（うち借入金の保証） 100 751 685

（うち有価証券の保証） 100 ─ ─

（うち手形引受） 100 ─ ─

（うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約） 100 ─ ─

（うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供） 100 ─ ─

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） ─ ─ ─

買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） 100 ─ ─

控除額（△） ─ ─ ─

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 100 ─ ─

11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供
又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 100 10 3

12. 派生商品取引 ─ 25 108

（1）外為関連取引 ─ 7 90

（2）金利関連取引 ─ 18 17

（3）金関連取引 ─ ─ ─

（4）株式関連取引 ─ ─ ─

（5）貴金属（金を除く）関連取引 ─ ─ ─

（6）その他のコモディティ関連取引 ─ ─ ─

（7）クレジット・デリバティブ取引
（カウンター・パーティー・リスク）

─ ─ ─

一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） ─ ─ ─

13. 長期決済期間取引 ─ ─ ─

14. 未決済取引 ─ ─ ─

15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び
適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 0～100 ─ ─

16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー 100 ─ ─

合計 ─ 1,963 2,025

（単位：百万円）

（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額およびこのうち銀行が使用する手法ごとの額

平成18年度 平成19年度

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 6,380 6,492

うち基礎的手法 6,380 6,492

うち粗利益配分手法 ─ ―

うち先進的計測手法 ─ ―

（単位：百万円）
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3. 信用リスクに関する事項
（1）エクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳 （単位：百万円）

（注）1. 信用リスクエクスポージャー期末残高については、信用リスクエクスポージャーの残高が多い「貸出金」「支払承諾見返」「コミットメント」「債券」「デリバティ
ブ取引」について記載しております。

2.各エクスポージャーの残高に、未収利息は含んでおりません。
3. 「貸出金、支払承諾見返、コミットメント」の地域については、当該エクスポージャーの取引店舗の所属する地域を基準に集計しております。（ただし、非居住者

向けの取引については、「国外」に集計しております。）
4.「債券」「デリバティブ取引」については、「国内」「国外」の区分のみ集計しております。（「債券」の国外計は、外貨外国証券および外国証券を集計しております。）
5.三月以上延滞エクスポージャーのうち、期限を経過しているエクスポージャーについては、「期間の定めのないもの」として集計しております。
6. 原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、デリバティブ取引のエクスポージャー期

末残高から除いております。
7. 我が国の政府関係機関、外国の中央政府等以外の公共部門、国際開発銀行が発行する債券、および政府保証債につきましては、国・地方公共団体として集計して

おります。

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞

エクスポージャー貸出金、支払承諾見返
およびコミットメント

債券 デリバティブ取引

平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度

宮城県内 ─── ─── 2,464,898 2,475,070 ─── ─── ─── ─── 20,829 10,497

宮城県外 ─── ─── 717,221 739,176 ─── ─── ─── ─── 1,533 2,403

国内計 4,806,963 4,864,935 3,182,120 3,214,246 1,622,329 1,646,305 2,513 4,382 22,362 12,901

国外計 152,596 155,643 3,698 3,515 148,897 151,487 ─── 640 ─── ───

地域別計 4,959,559 5,020,578 3,185,818 3,217,762 1,771,227 1,797,792 2,513 5,022 22,362 12,901

製造業 317,482 319,900 267,829 266,757 49,643 51,740 9 1,402 1,527 1,134

農業 2,392 1,942 2,392 1,942 ─── ─── ─── ─── 71 27

林業 323 292 323 292 ─── ─── ─── ─── ─── ───

漁業 10,830 5,740 10,830 5,740 ─── ─── ─── 0 1,785 10

鉱業 1,973 1,709 1,973 1,709 ─── ─── ─── ─── ─── ───

建設業 168,544 146,945 165,696 144,627 2,846 2,257 2 60 2,385 861

電気・ガス・熱供給・水道業 82,693 102,999 47,727 52,922 34,966 50,077 ─── ─── ─── ───

情報通信業 35,607 40,087 34,284 31,228 1,323 8,858 ─── ─── ─── 5

運輸業 58,208 61,595 57,918 60,314 290 1,280 ─── ─── 2,838 58

卸・小売業 359,236 348,583 349,017 335,984 10,162 12,257 57 340 2,059 1,249

金融・保険業 504,242 532,951 277,843 268,905 224,060 261,012 2,339 3,033 34 ───

不動産業 346,366 353,736 345,670 350,965 696 2,771 ─── ─── 5,383 3,475

各種サービス業 388,459 385,526 384,259 379,701 4,096 5,640 104 184 1,378 1,810

国・地方公共団体 1,950,478 1,985,391 507,333 583,495 1,443,144 1,401,896 ─── ─── ─── ───

個人 732,718 733,174 732,718 733,173 ─── ─── ─── 0 4,897 4,266

その他 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

業種別計 4,959,559 5,020,578 3,185,818 3,217,762 1,771,227 1,797,792 2,513 5,022 22,362 12,901

１年以下 801,257 773,907 654,584 609,104 146,436 164,291 235 511 3,162 1,959

１年超３年以下 886,824 1,021,701 568,994 636,402 317,303 384,796 526 502 2,427 431

３年超５年以下 1,011,284 981,500 498,276 518,403 512,268 461,310 738 1,786 1,312 617

５年超７年以下 530,825 503,015 253,384 288,263 276,941 213,937 499 813 1,299 902

７年超 1,221,040 1,256,962 702,250 682,098 518,277 573,456 512 1,407 5,124 4,627

期間の定めのないもの 508,327 483,490 508,327 483,490 ─── ─── ─── ─── 9,036 4,364

残存期間別合計 4,959,559 5,020,578 3,185,818 3,217,762 1,771,227 1,797,792 2,513 5,022 22,362 12,901
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（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高および期中の増減額

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成18年度 19,340 21,615 ─── 19,340 21,615

平成19年度 21,615 19,820 ─── 21,615 19,820

個別貸倒引当金
平成18年度 45,563 34,977 16,664 28,898 34,977

平成19年度 34,977 25,498 14,664 20,312 25,498

特定海外債権引当勘定
平成18年度 ─── ─── ─── ─── ───

平成19年度 ─── ─── ─── ─── ───

合計
平成18年度 64,903 56,592 16,664 48,239 56,592

平成19年度 56,592 45,318 14,664 41,928 45,318

（単位：百万円）

●個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳

期首残高 当期増加額 当期減少額（目的使用） 当期減少額（その他） 期末残高

平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度

宮城県内 42,516 33,553 33,553 21,962 15,157 14,349 27,358 19,203 33,553 21,962

宮城県外 3,031 1,408 1,408 3,518 1,506 315 1,525 1,092 1,408 3,518

その他 15 15 15 17 ─── ─── 15 15 15 17

国内計 45,563 34,977 34,977 25,498 16,664 14,664 28,898 20,312 34,977 25,498

国外計 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

地域別合計 45,563 34,977 34,977 25,498 16,664 14,664 28,898 20,312 34,977 25,498

製造業 4,656 4,097 4,097 2,544 2,036 1,958 2,619 2,138 4,097 2,544

農業 306 2 2 2 272 ─── 33 2 2 2

林業 61 60 60 59 ─── ─── 61 60 60 59

漁業 3,311 3,884 3,884 134 647 3,739 2,664 145 3,884 134

鉱業 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

建設業 4,414 5,038 5,038 4,200 3,225 2,126 1,189 2,911 5,038 4,200

電気・ガス・熱供給・水道業 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

情報通信業 29 66 66 20 ─── 55 29 11 66 20

運輸業 1,849 2,316 2,316 57 115 1,632 1,734 683 2,316 57

卸・小売業 6,255 4,058 4,058 5,297 2,297 1,774 3,957 2,283 4,058 5,297

金融・保険業 142 34 34 104 104 33 38 1 34 104

不動産業 14,576 6,556 6,556 3,879 5,702 2,259 8,873 4,297 6,556 3,879

各種サービス業 8,884 7,895 7,895 8,554 2,040 663 6,843 7,232 7,895 8,554

国・地方公共団体 ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ─── ───

個人 1,058 950 950 625 220 421 838 528 950 625

その他 15 15 15 17 ─── ─── 15 15 15 17

業種別計 45,563 34,977 34,977 25,498 16,664 14,664 28,898 20,312 34,977 25,498

（単位：百万円）

（注） 1. 地域については、当該引当金が引き当てられた先の取引店舗の所属する地域を基準に集計しております。
 2.ゴルフ会員権および仮払金にかかる引当金については、地域および業種ともその他欄に記載しております。
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（3）業種別または取引相手の別の貸出金償却の額

平成18年度 平成19年度

製造業 21 ───

農業 ─── ───

林業 ─── ───

漁業 ─── 1

鉱業 ─── ───

建設業 0 ───

電気・ガス・熱供給・水道業 ─── ───

情報通信業 ─── ───

運輸業 ─── ───

卸・小売業 ─── ───

金融・保険業 ─── ───

不動産業 ─── ───

各種サービス業 ─── ───

国・地方公共団体 ─── ───

個人 0 ───

その他 ─── ───

業種別計 22 1

（単位：百万円）

（4）リスク・ウェイトの区分毎のエクスポージャー

平成18年度 平成19年度

格付あり 格付なし 格付あり 格付なし

0% 7,669 2,177,024 6,041 2,184,093

10% ─── 197,242 ─── 192,628

20% 191,048 474,194 272,661 425,790

35% ─── 328,267 ─── 290,022

50% 269,975 15,961 336,152 12,465

75% ─── 406,838 ─── 442,721

100% 99,953 1,250,310 64,813 1,256,158

150% ─── 4,683 860 4,314

350% ─── ─── ─── ───

その他 ─── 106,662 ─── 114,012

合計 568,646 4,961,185 680,528 4,922,205
（注） 1. 日本国政府・地方公共団体向けの円建てのエクスポージャー等、格付の有無によらず適用するリスク・ウェイト区分が定められているものについては、格付なし

として計上しております。
2. その他は、ETF、上場REIT以外の投資信託および金銭の信託について記載しております。加重平均のリスク・ウェイトは平成18年度：79.11%、平成19年度：

86.86%です。
3.ETF、上場REITについては、出資等として100%・格付なしとして計上しております。

 4.個別貸倒引当金が引当てられているエクスポージャーについては、0%・格付なしとして計上しております。
5.低いリスク・ウェイト区分を適用できる保証付エクスポージャーについては、保証先のリスク・ウェイト区分欄に記載しております。
6.「格付あり」は、外国の中央政府・中央銀行および法人等向けエクスポージャーのみ集計しております。

（単位：百万円）
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4. 信用リスク削減手法に関する事項
●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

平成18年度 平成19年度

現金および自行預金 94,799 84,579

金 ─── ───

適格債券 252 257

適格株式 4,530 3,449

適格投資信託 ─── ───

適格金融資産担保合計 99,582 88,286

適格保証 436,437 496,846

適格クレジット・デリバティブ ─── ───

適格保証、クレジット・デリバティブ合計 436,437 496,846

（単位：百万円）

（注）1.現金および自行預金には、貸出金と自行預金の相殺が可能なエクスポージャー（平成18年度：43,759百万円、平成19年度：38,868百万円）を含んでおります。
2.適格保証については、信用保証協会保証付エクスポージャー（平成18年度：156,191百万円、平成19年度：156,671百万円）を含んでおります。

 5. 派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項
 （1） 与信相当額の算出に用いる方式

   スワップ、オプションその他の派生商品取引の与信相当額はカレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

 （2） グロス再構築コストの額（ゼロを下回らないものに限る。）の合計額

    グロス再構築コストの額の合計は平成18年度932百万円、平成19年度2,165百万円です。

 （3）  担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあたっては、取引の区分ごとの与

信相当額を含む。）

 （4） （2）の合計額およびグロスのアドオンの合計額から（3）の額を差し引いた額

    差し引いた額はゼロとなります。

 （5） 担保の種類別の額

    該当ございません。

平成18年度 平成19年度

派生商品取引 2,513 5,022

外国為替関連取引及び金関連取引 466 3,067

金利関連取引 2,047 1,954

株式関連取引 ─── ───

貴金属関連取引（金関連取引を除く。） ─── ───

その他コモディティ関連取引 ─── ───

クレジット・デリバティブ ─── ───

合計 2,513 5,022

（単位：百万円）

（注）  原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、上記記載から除いております。
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（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成18年度 平成19年度

派生商品取引 2,513 5,022
外国為替関連取引及び金関連取引 466 3,067
金利関連取引 2,047 1,954
株式関連取引 ─── ───

貴金属関連取引（金関連取引を除く。） ─── ───

その他コモディティ関連取引 ─── ───

クレジット・デリバティブ ─── ───

合計 2,513 5,022

（単位：百万円）

（注）  原契約期間が5営業日以内（平成18年度については、原契約期間が14日以内）の外為関連取引の与信相当額については、上記記載から除いております。

 （7）  与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、

プロテクションの購入または提供の別に区分した額

    該当ございません。

 （8） 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

    該当ございません。
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 C.  告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額および原資産の種類別の内訳

平成18年度 平成19年度

リース債権 893 537

事業債 ─── 871

合計 893 1,408

（単位：百万円）

 D.  告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

  該当ございません。

平成18年度 平成19年度

自動車ローン債権 723 142
クレジットカード債権 1,100 280
リース債権 10,335 4,454
手形債権 6,491 ───
割賦債権 1,629 883
事業債 2,007 1,866
事業者向け貸出 6,633 6,953
商業用不動産 4,666 4,646

合計 33,589 19,226

（単位：百万円）

 B. 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要自己資本の額

平成18年度 平成19年度

残高 所要自己資本の額 残高 所要自己資本の額

0% ─── ─── ─── ───

20% 31,594 252 16,715 133
50% 201 4 200 4

100% ─── ─── ─── ───

350% ─── ─── ─── ───

その他 900 33 900 33
自己資本控除 893 893 1,408 1,408

合計 33,589 1,183 19,226 1,579

（単位：百万円）

（注） その他欄は、無格付の証券化エクスポージャーについて、裏付資産を構成する個別のエクスポージャーに対して適用されるリスク・ウェイトの加重平均値（平成18
年度：92.52%、平成19年度：92.08%）を適用したものです。

6. 証券化エクスポージャーに関する事項
 （1） 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

    該当ございません。

 （2） 銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

 Ａ. 保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳
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7. 銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項
 （1）  出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等

（注）  上場している出資等または株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額には、ETF、REITを含んでおります。ETF、REIT以外の投資信託、金銭の信託および投資事
業組合に対する出資等または株式等エクスポージャーについては、計上しておりません。

平成18年度 平成19年度

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上場している出資等または株式等
エクスポージャーの貸借対照表計上額 209,802 174,418

上記に該当しない出資等または株式等
エクスポージャーの貸借対照表計上額 2,734 2,789

合計 212,537 212,537 177,208 177,208

（単位：百万円）

 ●子会社・関連会社株式の貸借対照表計上額等

貸借対照表計上額

平成18年度 平成19年度

子会社・子法人等 92 92

関連法人等 ─── ───

合計 92 92

（単位：百万円）

 （2） 出資等または株式等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

平成18年度 平成19年度

売却損益額 1,708 1,038

償却額 206 937

（単位：百万円）

 （3） 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

    貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額は、平成18年度は138,617百万円、平成

19年度は81,086百万円です。

 （4） 貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

    該当ございません。

 8.  銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する経済
価値の増減額

保有期間
（営業日）

VaR

平成18年度 平成19年度

金利リスク ─── 49,375 52,860

円貨債券 60 31,166 34,048

外貨債券 60 585 2,079

商品有価証券 20 18 31

円貨預貸金 60 17,606 16,702

（単位：百万円）

（注）  信頼水準99％
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