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創 業 大正13年12月
資 本 金 437億34百万円
本 店 所 在 地 東京都新宿区新宿5-9-2
店 舗 数 84店舗（5有人出張所を含む）
従 業 員 数 1,664名
格 付 BBB+（日本格付研究所）
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　日頃は八千代銀行をお引
き立てくださいまして、誠
にありがとうございます。
　さて、私どもでは、みな
さま方に当行の経営に対す
るご理解を一層深めていた
だけますよう、平成25年度
中間決算の状況等を取りま
とめたミニディスクロー
ジャー誌を作成いたしまし

た。ご高覧いただければ幸いに存じます。
　平成25年度上半期の経済情勢は、政府・日銀の金融・財
政政策等により、企業収益が改善し、設備投資や個人消費
にも持ち直しの動きが見られました。一方で、新興国経済
の成長鈍化等、一部に景気下振れを懸念する見方もありま
したが、2020年夏季オリンピック・パラリンピックの東京
開催が決定したこと等もあり、マインドの改善が進み、緩
やかながら景気は回復基調が続きました。
　このような経済環境下、当行は、中期経営計画の最終年
度となる今年度において、高いモチベーションを有する現
場力の発揮を通じ、「貸出先の質の向上とリスクテイクを両
立できる融資推進態勢の強化」、「エリア体制の機能発揮と
生産性向上に向けたさらなる進化」、「本部・営業係と一体
による店頭営業の活性化と成果の追求」等を実践すること
で、着実な成長路線へのシフトの実現を目指しております。
　具体的には、今上期も事業法人室を増設し、10拠点体制
による事業性融資の推進を図ったほか、エリア単位でフル

バンキングサービスを提供する協働エリア体制を新たに4エ
リアで開始し、計7エリアにおいて生産性を高めた営業体制
の構築を進めました。さらに、店頭での受入態勢を整備す
るとともに、マネーアドバイザー担当の増員による相談対
応力の強化も図っております。
　なお、5月には株主の皆さま方への利益還元の一環として、
第Ⅱ種優先株式150万株の取得および消却を実施いたしま
した。
　またCSRの一環として、「JFAこころのプロジェクト『夢
先生応援定期預金』」を取り扱い、地域の小学生を対象に、
日本サッカー協会が主催する「夢の教室」（スポーツ界で活
躍する選手やOB・OGの方々が「夢先生」となり夢を持つ
ことの素晴らしさを伝える授業）の開催を支援しております。
　こうした中、当行は、5年先、10年先の将来を見据えて、
株式会社東京都民銀行と持株会社方式での経営統合の検討
に着手いたしました。当行といたしましては、金融サービ
ス機能の向上を通じ企業価値を高めることで、お取引先や
株主の皆さま方に、ご理解・ご賛同を得られる経営統合を
実現してまいる所存であります。
　来る平成26年度は、当行にとって創立90周年の節目の年
となります。競合が激しい首都圏において、地域金融の担
い手として一層真価を発揮するため、磐石な経営基盤を確
立し、「地域№1の都市型地銀」を目指し、役職員一丸と
なって業務に邁進してまいります。
　どうか、今後とも一層のご支援・ご愛顧を賜わりますよ
う心からお願い申し上げます。
 平成25年12月

取締役頭取

ごあいさつ
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平成23年9月期

損益の状況 単位：億円

平成25年9月期平成24年9月期

コア業務純益 経常利益 中間純利益

34 30

17

41
33

23

49

33
24

平成23年9月末

貸出金残高 単位：億円

平成25年9月末平成24年9月末

中堅・大企業 中小企業 個人 地公体

7,561

3,646 

1,761

13,500 
530 526

7,671

2,030

3,614

13,843

7,553

3,623

1,713

13,147 
256

平成23年9月末

自己資本比率（国内基準） 単位：％

平成25年9月末平成24年9月末

自己資本比率 TierⅠ比率

10.36

11.49

10.57

11.56

9.16

9.98

平成23年9月末

住宅ローン残高 単位：億円

平成25年9月末平成24年9月末

変動金利型 固定金利選択型等

244

2,760

3,004

2,823

267
3,091

287

2,646

2,934

　コア業務純益は、資金利益の改善や経費の削減等を主
要因として、前年同期比7億円増益の24億円となりました。
経常利益は、コア業務純益の増益に加え与信関係費用の減
少等により、同15億円増益の49億円となり、中間純利益は
同3億円増益の33億円となりました。

　事業先の開拓・深耕に注力できる営業体制の強化・定着
化を背景に、中小企業および中堅・大企業とも増加し、残
高は前年同期比343億円増加の1兆3,843億円となりました。

　自己資本比率は、今期に第Ⅱ種優先株式を150億円で取
得・消却したことや、貸出金の増加等により分母となるリ
スク･アセット等が増加した影響から、前年同期比1.58ポイ
ント低下の9.98％となりました。

　お客さまの住宅ご購入やお借換えのニーズに対応するた
め、ローンセンターを中心として住宅ローンの推進を図り、
残高は前年同期比87億円増加の3,091億円となりました。
また当行では、お客さまの選好により90％超が変動金利型
となっております。

業績ハイライト（単体）
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平成23年9月末

預金残高 単位：億円

個人 法人 公金その他
（注）譲渡性預金を含んでおります。

平成25年9月末平成24年9月末

391
3,763

16,508

20,664
269

3,909

16,661

20,840
529

3,440

16,416

20,387

平成23年9月末

有価証券残高 単位：億円

平成25年9月末平成24年9月末

国債 地方債 社債
株式 その他の証券

530

2,265 2,228

677

3,060

264
6,305225

3,596

6,676 
58 74

424
1,693

223

3,654

6,061
65

平成23年9月末

預り資産残高 単位：億円

投資信託 公共債 保険

平成25年9月末平成24年9月末

848

364

1,818

605

778

428

1,908

701

888

411

1,795

496

平成23年9月末

金融再生法開示債権 単位：億円、％

平成25年9月末平成24年9月末

破産更生債権等 危険債権 要管理債権
金融再生法開示債権比率

5.64

747
80

584

82

609
60

501

47

5.11 4.38

695
67

555

72

　公金は前年同期比減少しましたが、個人預金、法人預金
とも流動性が順調に推移したことから、預金残高は前年同
期比176億円増加の2兆840億円となりました。

　分散投資の方針のもと、市場金利の動向を踏まえつつ機
動的な運用を図ったことから、残高は前年同期比371億円
減少の6,305億円となりました。

　預り資産を取り扱うマネーアドバイザー担当や資産運用
担当によるご相談・ご提案体制の整備・定着化を進めた結果、
保険残高は前年同期比96億円増加の701億円となり、投資
信託残高は同64億円増加の428億円となりました。

　事業改善・再生支援への取組みを強化した結果、金融再
生法開示債権額は前年同期比86億円減少の609億円となり、
金融再生法開示債権比率は、同0.73ポイント低下の4.38％
と改善が進みました。
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CSR

　平成25年10月10日、当行は株式会社東京都民銀行（以下、「東京都民銀行」といい
ます。）との間で、経営統合の実現に向け「基本合意書」を締結いたしました。
　1. 経営統合の目的
  　当行と東京都民銀行（以下、総称して「両行」といいます。）は、相互に相乗効果

を発揮することで、首都圏においてお客さまから真に愛される地域№1の都市
型地銀となることを目指すとともに、経営の効率化を促進し、経営統合後にお
ける企業価値向上を実現することを目的とするものです。

　2. 経営統合の形態
  　両行それぞれの強みを活かすことで相乗効果を発揮することを優先し、平成

26年10月1日を目処に、共同株式移転による持株会社の設立に向け協議・検討
を進めてまいります。

 　設立する持株会社は、東京証券取引所に上場する予定です。
　3. 統合準備委員会の設置
  　両行は、本件経営統合に関する協議を集中的に行うことを目的に、「統合準備

委員会」を設置いたしました。（設置日：平成25年10月28日）

今後のスケジュール（予定）
平成26年
3～4月

経営統合に関する最終契約
（株式移転計画含む）締結

平成26年6月
両行定時株主総会

（株式移転計画の承認の決議）

平成26年
10月1日

持株会社設立

記者会見（日銀記者クラブ）
左：東京都民銀行柿﨑頭取　右：当行酒井頭取

　公益財団法人日本サッカー協会（JFA）が主催する「JFAこころのプロジェクト」では、各スポーツ界で活躍する選手、
OB・OGの方々が「夢先生」として小学校で「夢の教室」と呼ばれる授業を行い、子どもたちに「夢を持つことの素晴らしさ、

それに向かって努力することの大切さ」を伝える活動を行っております。　当行では、この活動の趣旨に賛同し、「夢先生応援定
期預金」を取り扱い、残高の一定割合を寄付するほか、「夢の教室」開催の支援も行っております。

夢先生：大北照彦氏（アイスホッケー）

JFAこころのプロジェクト
「夢の教室」を応援

CSR

東京都民銀行との経営統合に関する基本合意について
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TOPICS

当行では、お取引先企業の海外進出に向けたさまざ
まなサポートを行っており、各種セミナーや面談形

式で行う個別相談会などを開催しております。平成25年9
月には、国際協力銀行とタイ王国のカシコン銀行が締結し
た海外進出支援に関する覚書に参加いたしました。今後は、
同国における金融サービスのご提供などを通じ、さらなる
ご支援を行ってまいります。

平成25年9月に、相続によりご家族から引き継がれ
た大切なご資産を、特別金利でお預かりする相続定

期預金「つなぐまごころ」の取扱いを開始いたしました。ま
た、「リフォーム」「マイカー」「教育」の各種個人向けローン
では、特別金利による「八千代の生活応援キャンペーン」を
実施しております。（キャンペーン期間：平成25年10月1日
～平成26年4月30日）

個別相談会

厚木出張所の支店昇格　平成25年4月、神奈川県県央地域の営業力強化を目的として、厚木出張所を支店に変更いたし
ました。同5月には昇格を記念して講演会が行われ、厚木市の副市長をお招きしご講演いただきました。

石神井支店リニューアルオープン　平成25年6月、石神井支店がリニューアルオープンいたしました。
渋谷支店の移転　生産性の高い営業体制を目指し、渋谷支店は平成25年7月より青山通支店内に移転し、店舗内同居（ブラン
チ・イン・ブランチ）形式で営業を行っております。

石神井支店 厚木支店昇格記念講演会

店舗情報

TOPICS

TOPICS

TOPICS

商品・サービスの充実 海外進出に向けたサポート
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1. 株式数および単元株主数
普通株式

発行可能株式総数 45,000,000株
発行済株式の総数 15,522,991株

（うち自己株式） （651,976株）
単元株主数 9,466名

（注）1. 上記のほか、単元未満株主は17,332名であります。
2.  平成25年5月21日付にて、第Ⅱ種優先株式1,500,000株を取得・消

却いたしました。

3. 単元株式の所有者別割合

2. 大株主
氏名または名称 所有株式数（株） 持株比率（％）

三井住友信託銀行株式会社 2,290,600 15.40 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 843,900 5.67 
八千代銀行従業員持株会 472,400 3.17 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 391,800 2.63 
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 307,800 2.06 
三井住友海上火災保険株式会社 255,200 1.71 
共栄火災海上保険株式会社 172,000 1.15 
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 157,775 1.06 
野村ホールディングス株式会社 150,000 1.00 
株式会社東日本銀行 132,000 0.88 

（注）  持株比率は自己株式を除く発行済株式の総数に対する割合を記載してお
ります。

（注） 1.  単元株式の所有者別割合は、自己株式を除く単元株式の総数に対す
る割合を記載しております。

 2.  1単元の株式数は100株です。なお、上記のほか、自己株式を除く単
元未満株式は603,115株となっております。

政府、地公体
0.0％  0単元

金融機関
41.6％  59,414単元

金融商品取引業者
1.6％  2,307単元

その他の法人
19.0％  27,180単元

外国法人等
11.2％  16,115単元

個人その他
26.3％  37,663単元

株式の状況

年間配当金中間配当金 期末配当金
平成26年3月期 30円 30円（予定） 60円（予定）
平成25年3月期 30円 30円 60円

　当行は、株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要施策
の一つと考えており、内部留保による自己資本の充実を考慮し
たうえで、収益や純資産額に応じた剰余金の配当を継続的かつ
安定的に実施することを基本方針としております。
　こうした方針に鑑み、平成26年3月期中間配当金につきまし
ては、1株当たり30円とさせていただきました。
　今後におきましても、上記基本方針に基づき適切に利益配分
を実施してまいります。

配当の状況

　株主のみなさまの日頃のご支援に感謝申し上げ、以下の通
り株主優待制度を実施しております。

対象となる
お客さま

3月31日現在で八千代銀行の株式を100株以
上所有されている株主さまご本人

ご優待の
内容

株主様優待定期預金
※ 対象のお客さまには、6月下旬に「株主さまご

優待券」をご郵送いたします。

預金の種類 スーパー定期1年もの（自動継続扱い）
※金利の上乗せは初回満期日までとなります。

適用金利 預入時の店頭表示金利＋年0.5%（税引前）

お預入れ金額 10万円以上100万円まで
※分割預入はできません。

本年度の
お取扱期間

平成25年7月1日～平成25年9月30日
※本年度のお取扱いは終了させていただきました。

（注） 1.  当行本支店および出張所の窓口でお取り扱いいたします。ATMや
ネットバンキングでのお取扱いはできません。

 2.  金利の上乗せは初回満期日までとなります。満期日にご継続いただ
いた後は、満期日時点の店頭表示金利を適用させていただきます。

 3.  満期日前にご解約された場合、当行所定の中途解約利率が適用され
ます。

※詳しくは、お近くの窓口までお問い合わせください。

株主優待制度のご案内

（平成25年9月30日現在）
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取 締 役 取締役頭取 酒　井　 　勲
専務取締役 髙　橋　 一　之
専務取締役 田　原　 宏　和
常務取締役 鈴　木　 健　二
常務取締役 平　井　 克　之
取 締 役 下　田　 祐　輔
取 締 役 笠　井　 　晃
取 締 役 小　林　 秀　郎

監 査 役 常勤監査役 多　田　 和　則
常勤監査役 乾　　　 正　治
監 査 役 三　浦　 隆　治
監 査 役 菊　池　 　秀

執行役員 執 行 役 員 守　屋　 秀　明
執 行 役 員 長　岡　 光　昭
執 行 役 員 安　達　 　洋
執 行 役 員 森　　 　秀　之
執 行 役 員 和　田　 　猛
執 行 役 員 真　壁　 幹　夫
執 行 役 員 村　上　 敏　正
執 行 役 員 篠　崎　 　徹
執 行 役 員 奈良部　 雅　昭

（注） 1.  執行役員守屋秀明は、子会社「八千代ビジネスサービス（株）」
の代表取締役を兼務しております。

 2.  監査役三浦隆治および菊池秀は、会社法第2条第16号および
第335条第3項に定める社外監査役であります。

決 算 日 3月31日

定 時 株 主 総 会 毎年6月開催

基 準 日

定時株主総会の議決権 3月31日
期末配当 3月31日
中間配当 9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告
して定めます。

公 告 方 法

電子公告といたします。
当行ホームページ
　http://www.yachiyobank.co.jp
ただし、やむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることができない場合は、東
京都において発行される日本経済新聞に掲載
いたします。

1単 元 の 株 式 数 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所
〒100−8233　
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵便物送付先お
よび電話照会先

〒168−0063　
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120−782−031

株式に関する住
所変更等のお届
出およびご照会
について

証券会社に口座を開設されている株主さまは、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主さま
は、上記の電話照会先にご連絡ください。

特 別 口 座
に つ い て

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管
振替機構）を利用されていなかった株主さま
には、株主名簿管理人である三井住友信託銀
行株式会社に口座（特別口座といいます）を
開設しております。特別口座についてのご照
会および住所変更等のお届出は、上記の電話
照会先にお願いいたします。

（平成25年9月30日現在）
株式事務のご案内 役　員
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﹀中間連結貸借対照表（平成25年9月30日現在） ﹀中間連結損益計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科　目 金　額
資産の部　

現金預け金 72,395
コールローン及び買入手形 73,831
買入金銭債権 3,795
商品有価証券 283
金銭の信託 29
有価証券 632,734
貸出金 1,384,952
外国為替 2,390
その他資産 12,788
有形固定資産 30,250
無形固定資産 2,272
繰延税金資産 5,861
支払承諾見返 4,503
貸倒引当金 △13,568
資産の部合計 2,212,522

負債の部
預金 2,075,372
譲渡性預金 4,452
借用金 240
外国為替 8
新株予約権付社債 5,000
その他負債 15,281
賞与引当金 906
退職給付引当金 4,790
睡眠預金払戻損失引当金 531
再評価に係る繰延税金負債 2,961
支払承諾 4,503
負債の部合計 2,114,048

純資産の部
資本金 43,734
資本剰余金 32,922
利益剰余金 21,089
自己株式 △1,811
株主資本合計 95,936
その他有価証券評価差額金 2,118
繰延ヘッジ損益 △18
土地再評価差額金 341
その他の包括利益累計額合計 2,440
少数株主持分 96
純資産の部合計 98,473

負債及び純資産の部合計 2,212,522

科　目 金　額
経常収益 22,222

資金運用収益 15,123
（うち貸出金利息） 11,629
（うち有価証券利息配当金） 3,157

役務取引等収益 2,685
その他業務収益 2,524
その他経常収益 1,888

経常費用 16,983
資金調達費用 742
（うち預金利息） 678

役務取引等費用 939
その他業務費用 59
営業経費 13,954
その他経常費用 1,286

経常利益 5,239
特別利益 0

固定資産処分益 0
特別損失 24

固定資産処分損 24
税金等調整前中間純利益 5,214
法人税、住民税及び事業税 98
法人税等調整額 1,670
法人税等合計 1,768
少数株主損益調整前中間純利益 3,446
少数株主利益 5
中間純利益 3,440

単位：百万円

﹀中間連結包括利益計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科　目 金　額
少数株主損益調整前中間純利益 3,446
その他の包括利益 △2,608

その他有価証券評価差額金 △2,612
繰延ヘッジ損益 4

中間包括利益 837
（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 831
少数株主に係る中間包括利益 6

単位：百万円

単位：百万円

中間連結財務諸表
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﹀中間連結株主資本等変動計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで） 単位：百万円

科　目 金　額
株主資本　
　資本金
　　当期首残高 43,734
　　当中間期変動額
　　　当中間期変動額合計 －
　　当中間期末残高 43,734
　資本剰余金
　　当期首残高 32,922
　　当中間期変動額
　　　自己株式の処分 9
　　　自己株式の消却 △15,000
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 14,990
　　　当中間期変動額合計 －
　　当中間期末残高 32,922
　利益剰余金
　　当期首残高 33,533
　　当中間期変動額
　　　剰余金の配当 △894
　　　中間純利益 3,440
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 △14,990
　　　当中間期変動額合計 △12,443
　　当中間期末残高 21,089
　自己株式
　　当期首残高 △1,854
　　当中間期変動額
　　　自己株式の取得 △15,025
　　　自己株式の処分 68
　　　自己株式の消却 15,000
　　　当中間期変動額合計 43
　　当中間期末残高 △1,811
　株主資本合計
　　当期首残高 108,336
　　当中間期変動額
　　　剰余金の配当 △894
　　　中間純利益 3,440
　　　自己株式の取得 △15,025
　　　自己株式の処分 78
　　　自己株式の消却 −
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 −
　　　当中間期変動額合計 △12,400
　　当中間期末残高 95,936

科　目 金　額
その他の包括利益累計額　
　その他有価証券評価差額金
　　当期首残高 4,731
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,613
　　　当中間期変動額合計 △2,613
　　当中間期末残高 2,118
　繰延ヘッジ損益
　　当期首残高 △22
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 4
　　　当中間期変動額合計 4
　　当中間期末残高 △18
　土地再評価差額金
　　当期首残高 341
　　当中間期変動額
　　　当中間期変動額合計 －
　　当中間期末残高 341
　その他の包括利益累計額合計
　　当期首残高 5,049
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,609
　　　当中間期変動額合計 △2,609
　　当中間期末残高 2,440
少数株主持分
　当期首残高 92
　当中間期変動額
　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 3
　　当中間期変動額合計 3
　当中間期末残高 96
純資産合計
　当期首残高 113,479
　当中間期変動額
　　剰余金の配当 △894
　　中間純利益 3,440
　　自己株式の取得 △15,025
　　自己株式の処分 78
　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,605
　　当中間期変動額合計 △15,005
　当中間期末残高 98,473
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中間財務諸表

﹀中間貸借対照表（平成25年9月30日現在） ﹀中間損益計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科　目 金　額
資産の部
　現金預け金 72,363
　コールローン 73,831
　買入金銭債権 3,795
　商品有価証券 283
　金銭の信託 29
　有価証券 630,509
　貸出金 1,384,354
　外国為替 2,390
　その他資産 11,506
　　その他の資産 11,506
　有形固定資産 30,310
　無形固定資産 2,218
　繰延税金資産 5,541
　支払承諾見返 4,503
　貸倒引当金 △12,031
　資産の部合計 2,209,607
負債の部
　預金 2,078,074
　譲渡性預金 6,002
　借用金 240
　外国為替 8
　新株予約権付社債 5,000
　その他負債 10,871
　　未払法人税等 92
　　リース債務 175
　　資産除去債務 29
　　その他の負債 10,574
　賞与引当金 884
　退職給付引当金 4,729
　睡眠預金払戻損失引当金 531
　再評価に係る繰延税金負債 2,961
　支払承諾 4,503
　負債の部合計 2,113,807
純資産の部
　資本金 43,734
　資本剰余金 32,922
　　資本準備金 32,922
　　その他資本剰余金 −
　利益剰余金 18,535
　　利益準備金 5,336
　　その他利益剰余金 13,198
　　　別途積立金 8,200
　　　繰越利益剰余金 4,998
　自己株式 △1,811
　株主資本合計 93,382
　その他有価証券評価差額金 2,095
　繰延ヘッジ損益 △18
　土地再評価差額金 341
　評価・換算差額等合計 2,418
　純資産の部合計 95,800
負債及び純資産の部合計 2,209,607

科　目 金　額
経常収益 21,853
　資金運用収益 15,190
　　（うち貸出金利息） 11,614
　　（うち有価証券利息配当金） 3,239
　役務取引等収益 2,443
　その他業務収益 2,343
　その他経常収益 1,876
経常費用 16,880
　資金調達費用 743
　　（うち預金利息） 679
　役務取引等費用 1,096
　その他業務費用 24
　営業経費 13,750
　その他経常費用 1,265
経常利益 4,973
特別利益 0
特別損失 24
税引前中間純利益 4,948
法人税、住民税及び事業税 25
法人税等調整額 1,605
法人税等合計 1,630
中間純利益 3,318

単位：百万円単位：百万円
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﹀中間株主資本等変動計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科　目 金　額
株主資本
　資本金
　　当期首残高 43,734
　　当中間期変動額
　　　当中間期変動額合計 －
　　当中間期末残高 43,734
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　当期首残高 32,922
　　　当中間期変動額
　　　　当中間期変動額合計 －
　　　当中間期末残高 32,922
　　その他資本剰余金
　　　当期首残高 －
　　　当中間期変動額
　　　　自己株式の処分 9
　　　　自己株式の消却 △15,000
　　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 14,990
　　　　当中間期変動額合計 －
　　　当中間期末残高 －
　　資本剰余金合計
　　　当期首残高 32,922
　　　当中間期変動額
　　　　自己株式の処分 9
　　　　自己株式の消却 △15,000
　　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 14,990
　　　　当中間期変動額合計 －
　　　当中間期末残高 32,922
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　当期首残高 5,157
　　　当中間期変動額
　　　　利益準備金の積立 179
　　　　当中間期変動額合計 179
　　　当中間期末残高 5,336
　　その他利益剰余金
　　　別途積立金
　　　　当期首残高 18,200
　　　　当中間期変動額
　　　　　別途積立金の取崩 △10,000
　　　　　当中間期変動額合計 △10,000
　　　当中間期末残高 8,200

科　目 金　額
　　　繰越利益剰余金
　　　　当期首残高 7,743
　　　　当中間期変動額
　　　　　利益準備金の積立 △179
　　　　　別途積立金の取崩 10,000
　　　　　剰余金の配当 △894
　　　　　中間純利益 3,318
　　　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 △14,990
　　　　　当中間期変動額合計 △2,744
　　　　当中間期末残高 4,998
　　利益剰余金合計
　　　当期首残高 31,101
　　　当中間期変動額
　　　　利益準備金の積立 −
　　　　別途積立金の取崩 −
　　　　剰余金の配当 △894
　　　　中間純利益 3,318
　　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 △14,990
　　　　当中間期変動額合計 △12,565
　　　当中間期末残高 18,535
　自己株式
　　当期首残高 △1,854
　　当中間期変動額
　　　自己株式の取得 △15,025
　　　自己株式の処分 68
　　　自己株式の消却 15,000
　　　当中間期変動額合計 43
　　当中間期末残高 △1,811
　株主資本合計
　　当期首残高 105,904
　　当中間期変動額
　　　剰余金の配当 △894
　　　中間純利益 3,318
　　　自己株式の取得 △15,025
　　　自己株式の処分 78
　　　自己株式の消却 −
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 −
　　　当中間期変動額合計 △12,522
　　当中間期末残高 93,382
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　当期首残高 4,710
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,614
　　　当中間期変動額合計 △2,614
　　当中間期末残高 2,095

科　目 金　額
　繰延ヘッジ損益
　　当期首残高 △22
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 4
　　　当中間期変動額合計 4
　　当中間期末残高 △18
　土地再評価差額金
　　当期首残高 341
　　当中間期変動額
　　　当中間期変動額合計 －
　　当中間期末残高 341
　評価・換算差額等合計
　　当期首残高 5,028
　　当中間期変動額
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,610
　　　当中間期変動額合計 △2,610
　　当中間期末残高 2,418
純資産合計
　当期首残高 110,932
　当中間期変動額
　　剰余金の配当 △894
　　中間純利益 3,318
　　自己株式の取得 △15,025
　　自己株式の処分 78
　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △2,610
　　当中間期変動額合計 △15,132
　当中間期末残高 95,800

単位：百万円
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ネットワーク
店 舗 一 覧 ◦外国為替（外貨両替含む）取扱店 　◦住宅金融支援機構取扱店 

�久米川支店 ●● 東村山市栄町2-20-1 042–394–3711東　京　都
1本店営業部 ●● 新宿区新宿5-9-2 03–3352–2250 �和泉多摩川支店 ●● 狛江市猪方3-25-4 03–3488–3011
2代々木支店 ●● 渋谷区初台1-52-1 03–3378–2211 �百草園支店 ●● 日野市落川1065 042–593–1331
3渋谷支店 ●● 渋谷区渋谷1-7-7 03–3407–9726 �稲城向陽台支店 ●● 稲城市向陽台3-7-2 042–378–5811
4幡ケ谷支店 ●● 渋谷区幡ヶ谷1-2-2 03–3379–2411 �八王子支店 ●● 八王子市八幡町13-3 042–623–0151
　5代々木上原出張所 渋谷区西原3-23-7 03–3466–7111 �武蔵境南支店 ●● 武蔵野市境南町1-32-8 0422–31–5511
6笹塚支店 ●● 渋谷区笹塚2-15-2 03–3376–6211 �昭島支店 ●● 昭島市玉川町1-11-5 042–543–6611
7原宿支店 ●● 渋谷区神宮前1-11-11 03–3403–7371 神　奈　川　県
8青山通支店 ●● 渋谷区渋谷1-7-7 03–3407–7121 �大和支店 ●● 大和市大和南1-4-4 046–261–3241
9高円寺支店 ●● 杉並区高円寺南4-27-6 03–3312–8301 �南林間支店 ●● 大和市南林間1-12-16 046–274–7771
�富士見ヶ丘支店 ●● 杉並区高井戸西2-12-8 03–3247–1800 　�ひばりが丘出張所 座間市ひばりが丘2-33-16 046–256–4111
�烏山支店 ●● 世田谷区南烏山6-3-13 03–3308–6611 �高座渋谷支店 ●● 大和市下和田1204 046–267–2511
�祖師谷支店 ●● 世田谷区砧8-10-1 03–3416–3151 �淵野辺支店 ●● 相模原市中央区淵野辺3-7-13 042–752–5111
�自由が丘支店 ●● 世田谷区奥沢5-24-8 03–3717–2171 　�千代田出張所 相模原市中央区千代田5-2-15 042–757–0931
�東池袋支店 ●● 豊島区東池袋2-61-3 03–3983–3221 �南渕野辺支店 ●● 相模原市中央区共和3-15-10 042–756–1211
�西池袋支店 ●● 豊島区西池袋5-12-13 03–3984–5851 �橋本支店 ●● 相模原市緑区橋本3-12-3 042–772–6161
�椎名町支店 ●● 豊島区長崎1-4-3 03–3973–1135 �相模台支店 ●● 相模原市南区南台3-20-1 042–742–2121
�板橋支店 ●● 板橋区板橋1-17-1 03–3963–3681 �相模大野支店 ●● 相模原市南区相模大野3-1-2 042–746–2111
�中板橋支店 ●● 板橋区弥生町35-7 03–3972–3221 �相模原支店 ●● 相模原市中央区相模原3-8-17 042–753–1211
�滝野川支店 ●● 北区滝野川3-1-1 03–3918–5187 �相模原法人営業部 　 相模原市中央区相模原4-6-1 042–755–2331
�石神井支店 ●● 練馬区石神井町3-26-8 03–3995–1181 �大沼支店 ●● 相模原市南区若松3-32-11 042–748–3411
�上石神井支店 ●● 練馬区上石神井1-16-24 03–3929–8811 �二本松支店 ●● 相模原市緑区二本松3-1-10 042–773–4311
�大泉支店 ●● 練馬区大泉町2-63-8 03–3978–3211 �東林間支店 ●● 相模原市南区上鶴間6-31-7 042–747–3311
�赤塚支店 ●● 練馬区北町3-20-6 03–3932–4191 �上溝支店 ●● 相模原市中央区上溝5-14-3 042–762–4111
�豊島園支店 ●● 練馬区練馬4-25-14 03–3993–0311 �田名支店 ●● 相模原市中央区田名4489-1 042–763–4111
�神田支店 ●● 千代田区内神田2-3-4 03–3254–2311 �古淵支店 ●● 相模原市南区古淵2-16-3 042–776–3511
�八丁堀支店 ●● 中央区八丁堀4-9-13 03–3553–7111 �城山支店 ●● 相模原市緑区久保沢1-5-1 042–782–2021
�吾嬬支店 ●● 墨田区八広2-53-7 03–3612–7121 �相武台支店 ●● 座間市相武台4-15-49 046–254–9111
�目黒支店 　 目黒区下目黒1-3-27 03–5436–7001 �海老名支店 ●● 海老名市中央1-11-14 046–233–8393
�西六郷支店 ●● 大田区西六郷2-52-13 03–3739–5411 �厚木支店 ●● 厚木市田村町6-7 046–295–1411
�北綾瀬支店 ●● 足立区谷中2-7-1 03–3629–2311 �さがみ野支店 ●● 海老名市東柏ケ谷2-23-1 046–232–1611
�新小岩支店 ●● 葛飾区西新小岩4-39-17 03–3694–5561 �湘南台支店 ●● 藤沢市湘南台1-9-5 0466–46–3511
�町田支店 ●● 町田市原町田6-14-14 042–722–2121 �長津田支店 ●● 横浜市緑区長津田5-3-8 045–981–1411
　�旭町出張所 町田市旭町1-4-1 042–728–5221 �中山支店 ●● 横浜市緑区中山町323-6 045–931–6711
　�金森出張所 町田市金森東1-11-36 042–721–7311 �希望が丘支店 ●● 横浜市旭区東希望が丘100 045–363–3111
�南町田支店 ●● 町田市小川1521 042–795–6411 �瀬谷支店 ●● 横浜市瀬谷区中央3-6 045–303–2331
�町田木曽支店 ●● 町田市木曽東4-16-15 042–791–2221 �市が尾支店 ●● 横浜市青葉区市ケ尾町1155-12 045–971–8621
�相原支店 ●● 町田市相原町1254-6 042–774–1611 �登戸支店 ●● 川崎市多摩区登戸1874 044–933–5111
�成瀬支店 ●● 町田市成瀬4637 042–726–4111 �稲田堤支店 ●● 川崎市多摩区菅3-1-1 044–945–8111
�鶴川支店 ●● 町田市能ケ谷1-4-9 042–734–3311 �新百合ケ丘支店 ●● 川崎市麻生区万福寺1-17-1 044–966–1811
�府中支店 ●● 府中市寿町1-1 042–362–7111 �久地支店 ●● 川崎市高津区久地4-13-3 044–811–6511
�東府中支店 ●● 府中市緑町3-6-1 042–369–3311 埼　玉　県
�中河原支店 ●● 府中市住吉町1-32-1 042–360–7711 �鳩ヶ谷支店 ●● 川口市坂下町2-2-14 048–283–1551
�調布支店 ●● 調布市菊野台1-28-13 042–482–9131

（平成25年10月31日現在）

※渋谷支店は、平成25年7月1日より店舗内同居（ブランチ・イン・ブランチ）形式で青山通支店内に移転しております。
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店舗外ATMコーナー ◦365日稼働店 
 店舗外ATM 設置場所  店舗外ATM 設置場所
笹塚支店 笹塚駅前出張所 ● 京王笹塚ビル1F 橋本支店 宮下本町出張所 ● カシコシュ相模原店敷地内
中板橋支店 常盤台出張所 ● ときわ台駅南口神崎ビル1F 橋本支店 峡の原出張所  峡の原工業団地協同組合事務所正面玄関
自由が丘支店 自由が丘駅前出張所 ● 東急自由が丘駅南口改札口横 橋本支店 橋本ビーズモール出張所 ● ビーズタワー橋本W棟1F
町田支店 JR町田駅出張所 ● JR町田駅中央改札口横 相模原支店 JR相模原駅出張所 ● JR相模原駅ビル セレオ相模原3F
町田支店 原町田4丁目出張所 ● サウスフロントタワー町田シエロ1F 相模原支店 相模原市役所出張所  相模原市役所本庁舎前
町田支店 町田市民病院出張所 ● 町田市民病院内 相模原支店 ウェルネスさがみはら出張所  ウェルネスさがみはら1F
町田支店 サミット旭町出張所 ● サミット旭町店敷地内 二本松支店 下九沢出張所 ● フードワン下九沢店敷地内
町田木曽支店 木曽団地出張所 ● 町田木曽住宅管理事務所横 二本松支店 スーパー三和西橋本店出張所 ● スーパー三和西橋本店敷地内
鶴川支店 金井出張所 ● スーパー三和金井店敷地内 東林間支店 ハーモス相模大野出張所 ハーモス相模大野店1F
鶴川支店 スーパー三和鶴川店出張所 ● スーパー三和鶴川店内 古淵支店 イオン相模原店出張所 ● イオン相模原店1F
府中支店 くるる出張所 ● くるる1F
稲城向陽台支店 スーパー三和出張所 ● スーパー三和稲城店内
昭島支店 昭島病院出張所 ● 昭島病院内
大和支店 そうてつローゼン出張所 ● そうてつローゼン大和店内
南林間支店 イオンモール大和出張所 ● イオンモール大和2F
淵野辺支店 淵野辺本町出張所　 ● グルメシティ淵野辺本町店敷地内
淵野辺支店 矢部出張所　　　　 ● フードワン矢部店敷地内
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ローンセンターのご案内
町田ローンセンター 町田市原町田6-14-14 042–722–4921
相模原ローンセンター 相模原市中央区相模原4-6-1 042–752–2021
池袋ローンセンター 豊島区西池袋5-12-13 0120–102–284
府中ローンセンター 府中市寿町1-1 042–352–6881
相模台お客さまプラザ 相模原市南区南台3-20-1 042–743–3061

Ⓒ1989, 2013 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. G542107

14Yachiyo Bank mini Report 2013



Y a c h i y o  B a n k  m i n i  R e p o r t  

中間ミニディスクロージャー誌
2013

変わらない絆。共に。未来へ。〒160-8431 東京都新宿区新宿五丁目9番2号
［TEL］ 03-3352-2271（代表）

http://www.yachiyobank.co.jp
環境保護のため、植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第23期営業の中間ご報告
平成25年4月1日～平成25年9月30日


