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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 750,000株

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当

行における標準となる株式

単元株式数　100株

（注）１　平成28年６月２日開催の当行取締役会決議により発行するものです。

２　当行は、資本政策の選択肢の多様化を図り、金融環境の変化に機動的かつ柔軟に対応できるよう、普通株式

と異なる内容の株式として、第一種優先株式についての定めを定款に定めております。第一種優先株式の単

元株式数は普通株式と同数の100株であり、第一種優先株式を有する株主（以下、「第一種優先株主」とい

います。）は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。ただし、第一

種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議まで

に開催される全ての取締役会において、第一種優先配当金の額全部（第一種優先中間配当金を支払ったとき

は、その額を控除した額）の支払を行う旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会

に第一種優先配当金の額全部（第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受

ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、又は、(b)第一種優先配当金の額全部（第一

種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会に

おいて否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第一種優先配当金の額全部（第一種優先中

間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の取締役会決議又は株主総会決議がな

されるまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができます。

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本金組入額の総額（円）

株主割当 750,000株 15,000,000,000 7,500,000,000

その他の者に対する割当 ― ― ―

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 750,000株 15,000,000,000 7,500,000,000

（注）１　「発行数」、「発行価額の総額」及び「資本金組入額の総額」は、失権株式が生じた場合には減少いたしま

す。

２　「発行価額の総額」は、会社法上の払込金額の総額であり、「資本金組入額の総額」は会社法上の増加する

資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、7,500,000,000円であります。

３　当社の普通株式の株主に対し、平成28年６月24日を割当日として、その所有株式38,835,787株につき

750,000株の割合をもって新規発行株式を割り当てます。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本金組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

20,000 10,000 1株 平成28年６月24日（金）
該当事項はあ

りません。
平成28年６月24日（金）

（注）１　株主割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、会社法上の払込金額であります。資本金組入額は、会社法上の増加する資本金の額でありま

す。

３　申込方法は、申込期間内に後記「(3）申込取扱場所」記載の申込取扱場所に申し込むものとし、払込期日に

後記「(4）払込取扱場所」記載の払込取扱場所へ発行価格を払い込むものとします。

４　申込みがない株式については、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅いたします。また、申込みがない

株式については発行いたしません。

５　割当予定先からは、第三者割当による第１回第一種優先株式の発行により、払込期日までに払込みに要する

資金の準備が完了できる旨の報告を受けております。
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（３）【申込取扱場所】

　下記の払込取扱場所と同じであります。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社東京都民銀行本店 東京都港区六本木二丁目３番11号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

15,000,000,000 53,000,000 14,947,000,000

（注）１　払込金額の総額及び差引手取概算額は、失権株式が生じた場合には減少いたします。

２　発行諸費用の概算額は、主に登録免許税を見込んでおります。発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれ

ておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　上記の差引手取概算額14,947,000,000円は平成29年３月期において地元中小企業向け貸出金等の運転資金に

充当する予定であります。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１．事業等のリスクについて

　後記、第四部　［組込情報］に掲げた組込書類である有価証券報告書（第93期事業年度）及び半期報告書（第94期

事業年度）（以下、「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　

４　事業等のリスク」について、有価証券報告書等提出日以後本有価証券届出書提出日（平成28年６月３日）までの

間において変更その他の事由は生じておりません。

　また、有価証券報告書等の記載に含まれる将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必

要はないと判断しております。

 

２．最近の業績の概要について

　平成28年５月12日開催の取締役会において決議された第94期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）に係る

連結財務諸表及び財務諸表は以下のとおりであります。

　なお、金融商品取引法193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は

受領しておりません。
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（連結財務諸表）

①　連結貸借対照表

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当連結会計年度

（平成28年３月31日）

資産の部   

現金預け金 213,356 295,296

コールローン及び買入手形 3,442 4,497

買入金銭債権 65 0

商品有価証券 177 31

有価証券 587,246 587,476

貸出金 1,828,236 1,842,225

外国為替 5,544 3,406

その他資産 14,586 19,235

有形固定資産 32,312 32,610

建物 5,709 5,538

土地 22,843 22,979

リース資産 470 664

建設仮勘定 2,160 2,160

その他の有形固定資産 1,128 1,267

無形固定資産 1,993 1,235

ソフトウエア 1,549 887

リース資産 169 194

その他の無形固定資産 274 153

退職給付に係る資産 10,777 8,647

繰延税金資産 6,163 6,168

支払承諾見返 3,133 2,926

貸倒引当金 △17,570 △13,356

資産の部合計 2,689,468 2,790,400

負債の部   

預金 2,371,868 2,381,469

譲渡性預金 25,838 32,706

コールマネー及び売渡手形 － 474

債券貸借取引受入担保金 140,876 236,597

借用金 7,409 7,425

外国為替 138 65

社債 25,600 16,000

その他負債 18,960 18,734

賞与引当金 1,157 1,141

退職給付に係る負債 8 0

役員退職慰労引当金 137 85

ポイント引当金 30 32

利息返還損失引当金 7 7

睡眠預金払戻損失引当金 236 374

偶発損失引当金 302 291

繰延税金負債 30 31

再評価に係る繰延税金負債 15 14

支払承諾 3,133 2,926

負債の部合計 2,595,751 2,698,380
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当連結会計年度

（平成28年３月31日）

純資産の部   

資本金 48,120 48,120

資本剰余金 18,366 18,350

利益剰余金 19,548 23,312

株主資本合計 86,036 89,782

その他有価証券評価差額金 8,110 5,996

土地再評価差額金 △210 △209

為替換算調整勘定 17 11

退職給付に係る調整累計額 △559 △3,921

その他の包括利益累計額合計 7,358 1,876

非支配株主持分 322 360

純資産の部合計 93,717 92,020

負債及び純資産の部合計 2,689,468 2,790,400
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②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

経常収益 45,937 43,883

資金運用収益 31,820 30,650

貸出金利息 26,775 24,531

有価証券利息配当金 4,634 5,677

コールローン利息及び買入手形利息 86 54

債券貸借取引受入利息 9 －

預け金利息 122 233

その他の受入利息 192 152

役務取引等収益 10,291 9,391

その他業務収益 2,175 2,217

その他経常収益 1,650 1,624

償却債権取立益 0 0

その他の経常収益 1,650 1,623

経常費用 37,868 36,049

資金調達費用 2,250 2,379

預金利息 1,161 1,043

譲渡性預金利息 38 26

コールマネー利息及び売渡手形利息 0 7

債券貸借取引支払利息 109 649

借用金利息 212 131

社債利息 698 488

その他の支払利息 30 33

役務取引等費用 1,951 1,893

その他業務費用 16 142

営業経費 30,998 29,345

その他経常費用 2,651 2,288

貸倒引当金繰入額 1,194 1,351

その他の経常費用 1,456 936

経常利益 8,069 7,833

特別利益 － －

特別損失 67 90

固定資産処分損 67 90

税金等調整前当期純利益 8,002 7,742

法人税、住民税及び事業税 618 387

法人税等調整額 3,071 2,625

法人税等合計 3,689 3,012

当期純利益 4,312 4,730

非支配株主に帰属する当期純利益 43 22

親会社株主に帰属する当期純利益 4,269 4,707
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連結包括利益計算書

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当期純利益 4,312 4,730

その他の包括利益 10,511 △5,481

その他有価証券評価差額金 6,347 △2,027

土地再評価差額金 1 0

為替換算調整勘定 6 △5

退職給付に係る調整額 4,095 △3,362

持分法適用会社に対する持分相当額 60 △86

包括利益 14,823 △751

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 14,775 △773

非支配株主に係る包括利益 48 22
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③　連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 48,120 18,379 19,031 △1,636 83,894

会計方針の変更による累積
的影響額   260  260

会計方針の変更を反映した当
期首残高

48,120 18,379 19,291 △1,636 84,155

当期変動額      

剰余金の配当   △2,433  △2,433

親会社株主に帰属する当期
純利益   4,269  4,269

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分   △6 67 60

自己株式の消却  △1,571  1,571 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替  1,571 △1,571  －

子会社持分の変動  △12   △12

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － △12 256 1,636 1,881

当期末残高 48,120 18,366 19,548 － 86,036

 

 その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に
係る調整累
計額

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 1,707 △211 10 △4,655 △3,148 79 248 81,073

会計方針の変更による累積
的影響額        260

会計方針の変更を反映した当
期首残高

1,707 △211 10 △4,655 △3,148 79 248 81,334

当期変動額         

剰余金の配当        △2,433

親会社株主に帰属する当期
純利益        4,269

自己株式の取得        △1

自己株式の処分        60

自己株式の消却        －

利益剰余金から資本剰余金
への振替        －

子会社持分の変動        △12

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

6,402 1 6 4,095 10,506 △79 74 10,501

当期変動額合計 6,402 1 6 4,095 10,506 △79 74 12,382

当期末残高 8,110 △210 17 △559 7,358 － 322 93,717
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当連結会計年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 48,120 18,366 19,548 86,036

当期変動額     

剰余金の配当   △944 △944

親会社株主に帰属する当期
純利益   4,707 4,707

子会社持分の変動  △16  △16

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

    

当期変動額合計 － △16 3,763 3,746

当期末残高 48,120 18,350 23,312 89,782

 

 その他の包括利益累計額

非支配株主持
分

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

為替換算調整
勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 8,110 △210 17 △559 7,358 322 93,717

当期変動額        

剰余金の配当       △944

親会社株主に帰属する当期
純利益       4,707

子会社持分の変動       △16

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△2,113 0 △5 △3,362 △5,481 38 △5,443

当期変動額合計 △2,113 0 △5 △3,362 △5,481 38 △1,697

当期末残高 5,996 △209 11 △3,921 1,876 360 92,020
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④　連結キャッシュ・フロー計算書

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

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 8,002 7,742

減価償却費 1,605 1,771

退職給付費用 1,080 △120

持分法による投資損益（△は益） △96 △180

貸倒引当金の増減（△） △3,428 △4,213

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,207 2,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △51

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3 2

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 1 0

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 71 138

偶発損失引当金の増減（△） △67 △10

資金運用収益 △31,820 △30,650

資金調達費用 2,250 2,379

有価証券関係損益（△） △738 △1,229

為替差損益（△は益） △7,923 18,176

固定資産処分損益（△は益） 67 90

商品有価証券の純増（△）減 △132 146

貸出金の純増（△）減 3,411 △13,988

預金の純増減（△） 10,279 9,600

譲渡性預金の純増減（△） △2,369 6,868

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △16 15

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 9,972 13

コールローン等の純増（△）減 18,975 △989

コールマネー等の純増減（△） － 474

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 140,876 95,720

外国為替（資産）の純増（△）減 △794 2,138

外国為替（負債）の純増減（△） 20 △72

資金運用による収入 31,522 30,703

資金調達による支出 △2,341 △2,454

その他 7,335 △8,767

小計 177,533 115,360

法人税等の支払額 △619 △694

営業活動によるキャッシュ・フロー 176,913 114,665

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 △150,819 △158,655

有価証券の売却による収入 88,304 112,453

有価証券の償還による収入 6,405 25,217

有形固定資産の取得による支出 △17,973 △758

有形固定資産の除却による支出 △41 △21

無形固定資産の取得による支出 △377 △147

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,501 △21,912
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入金の返済による支出 △5,000 －

劣後特約付社債の償還による支出 △5,000 △9,600

配当金の支払額 △2,055 △945

非支配株主への配当金の支払額 △0 △0

自己株式の取得による支出 △1 －

自己株式の売却による収入 35 －

リース債務の返済による支出 △216 △258

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,240 △10,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,178 81,953

現金及び現金同等物の期首残高 122,982 213,160

現金及び現金同等物の期末残高 213,160 295,114
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（財務諸表）

①　貸借対照表

  (単位：百万円)

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

資産の部   

現金預け金 213,293 295,235

現金 22,727 18,862

預け金 190,565 276,373

コールローン 3,442 4,497

買入金銭債権 65 0

商品有価証券 177 31

商品国債 161 12

商品地方債 16 18

有価証券 586,219 586,946

国債 315,341 307,137

地方債 49,488 43,544

社債 102,908 110,377

株式 32,842 26,809

その他の証券 85,639 99,077

貸出金 1,828,147 1,842,130

割引手形 29,838 26,110

手形貸付 75,072 79,403

証書貸付 1,580,034 1,596,182

当座貸越 143,201 140,433

外国為替 5,544 3,406

外国他店預け 2,739 2,111

買入外国為替 604 149

取立外国為替 2,200 1,145

その他資産 12,483 17,051

前払費用 369 361

未収収益 2,461 2,393

先物取引差入証拠金 － 73

先物取引差金勘定 － 131

金融派生商品 2,600 2,938

その他の資産 7,051 11,153

有形固定資産 32,259 32,574

建物 5,709 5,535

土地 22,843 22,979

リース資産 451 650

建設仮勘定 2,160 2,160

その他の有形固定資産 1,095 1,249

無形固定資産 1,850 1,116

ソフトウエア 1,459 801

リース資産 120 164

その他の無形固定資産 271 150

前払年金費用 11,607 14,316

繰延税金資産 5,597 4,194

支払承諾見返 3,133 2,926

貸倒引当金 △16,508 △12,466

資産の部合計 2,687,314 2,791,960
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

負債の部   

預金 2,379,799 2,390,437

当座預金 169,843 160,482

普通預金 949,587 987,007

貯蓄預金 17,792 17,201

通知預金 20,714 14,683

定期預金 1,117,374 1,094,880

定期積金 58,156 58,081

その他の預金 46,330 58,101

譲渡性預金 25,838 32,706

コールマネー － 474

債券貸借取引受入担保金 140,876 236,597

借用金 7,209 7,225

借入金 7,209 7,225

外国為替 138 65

外国他店預り 1 1

売渡外国為替 51 2

未払外国為替 85 61

社債 25,600 16,000

その他負債 13,757 13,212

未払法人税等 256 252

未払費用 1,989 1,834

前受収益 1,195 1,191

給付補填備金 29 23

金融派生商品 1,702 1,524

金融商品等受入担保金 127 －

リース債務 598 833

資産除去債務 203 212

その他の負債 7,653 7,339

賞与引当金 1,076 1,079

役員退職慰労引当金 101 60

ポイント引当金 2 2

睡眠預金払戻損失引当金 236 374

偶発損失引当金 302 291

再評価に係る繰延税金負債 15 14

支払承諾 3,133 2,926

負債の部合計 2,598,089 2,701,469

純資産の部   

資本金 48,120 48,120

資本剰余金 18,083 18,083

資本準備金 18,083 18,083

その他資本剰余金 － －

利益剰余金 15,369 18,655

利益準備金 3,408 3,597

その他利益剰余金 11,960 15,058

別途積立金 6,400 6,400

繰越利益剰余金 5,560 8,658

株主資本合計 81,573 84,859

その他有価証券評価差額金 7,862 5,840

土地再評価差額金 △210 △209

評価・換算差額等合計 7,651 5,631

純資産の部合計 89,225 90,491

負債及び純資産の部合計 2,687,314 2,791,960
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②　損益計算書

  (単位：百万円)

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

経常収益 44,477 42,465

資金運用収益 31,526 30,619

貸出金利息 26,720 24,503

有価証券利息配当金 4,398 5,677

コールローン利息 86 54

債券貸借取引受入利息 9 －

預け金利息 121 233

その他の受入利息 190 149

役務取引等収益 9,221 8,204

受入為替手数料 2,003 2,009

その他の役務収益 7,218 6,194

その他業務収益 2,177 2,209

外国為替売買益 1,035 911

商品有価証券売買益 － 0

国債等債券売却益 618 718

金融派生商品収益 522 579

その他の業務収益 0 0

その他経常収益 1,552 1,432

償却債権取立益 0 0

株式等売却益 252 800

株式関連金融派生商品収益 7 －

その他の経常収益 1,292 631

経常費用 37,651 35,746

資金調達費用 2,245 2,376

預金利息 1,163 1,047

譲渡性預金利息 38 26

コールマネー利息 0 7

債券貸借取引支払利息 109 649

借用金利息 207 126

社債利息 698 488

その他の支払利息 27 31

役務取引等費用 2,834 2,689

支払為替手数料 429 454

その他の役務費用 2,405 2,235

その他業務費用 16 142

商品有価証券売買損 0 －

国債等債券売却損 16 142

営業経費 30,016 28,317

その他経常費用 2,539 2,220

貸倒引当金繰入額 1,279 1,447

貸出金償却 8 －

株式等売却損 25 148

株式等償却 39 －

株式関連金融派生商品費用 － 19

その他の経常費用 1,185 604

経常利益 6,826 6,718

特別利益 － 252

子会社清算益 － 252

特別損失 66 90

固定資産処分損 66 90

税引前当期純利益 6,759 6,880

法人税、住民税及び事業税 255 84

法人税等調整額 3,021 2,564

法人税等合計 3,277 2,649

当期純利益 3,482 4,231
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③　株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

         (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 48,120 18,083 － 18,083 2,922 6,400 6,319 15,641 △1,602 80,243

会計方針の変更による累積的
影響額

      260 260  260

会計方針の変更を反映した当期
首残高

48,120 18,083 － 18,083 2,922 6,400 6,580 15,902 △1,602 80,504

当期変動額           

剰余金の配当     486  △2,920 △2,433  △2,433

当期純利益       3,482 3,482  3,482

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分       △9 △9 32 22

自己株式の消却   △1,571 △1,571     1,571 －

利益剰余金から資本剰余金へ
の振替   1,571 1,571   △1,571 △1,571  －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

          

当期変動額合計 － － － － 486 － △1,020 △533 1,602 1,068

当期末残高 48,120 18,083 － 18,083 3,408 6,400 5,560 15,369 － 81,573

 

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

当期首残高 1,534 △211 1,323 79 81,645

会計方針の変更による累積的
影響額

    260

会計方針の変更を反映した当期
首残高

1,534 △211 1,323 79 81,906

当期変動額      

剰余金の配当     △2,433

当期純利益     3,482

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     22

自己株式の消却     －

利益剰余金から資本剰余金へ
の振替     －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

6,327 1 6,328 △79 6,249

当期変動額合計 6,327 1 6,328 △79 7,318

当期末残高 7,862 △210 7,651 － 89,225

 

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

有価証券届出書（組込方式）

16/22



当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 48,120 18,083 － 18,083 3,408 6,400 5,560 15,369 81,573

当期変動額          

剰余金の配当     188  △1,133 △944 △944

当期純利益       4,231 4,231 4,231

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

         

当期変動額合計 － － － － 188 － 3,097 3,286 3,286

当期末残高 48,120 18,083 － 18,083 3,597 6,400 8,658 18,655 84,859

 

 評価・換算差額等
純資産合計

 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 7,862 △210 7,651 89,225

当期変動額     

剰余金の配当    △944

当期純利益    4,231

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△2,021 0 △2,020 △2,020

当期変動額合計 △2,021 0 △2,020 1,266

当期末残高 5,840 △209 5,631 90,491

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第93期）

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

平成27年６月26日
関東財務局長に提出

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第93期）

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

平成27年８月10日
関東財務局長に提出

半期報告書
事業年度

（第94期中）
自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

平成27年11月27日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

有価証券届出書（組込方式）

17/22



第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

平成27年６月26日
 

株式会社　東京都民銀行
 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南波　秀哉　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長尾　礎樹　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東京都民銀行の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社東京都民銀行及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管している。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

平成27年６月26日
 

株式会社　東京都民銀行
 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南波　秀哉　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長尾　礎樹　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社東京都民銀行の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
た。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
東京都民銀行の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途
保管している。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書  
 

平成27年11月26日
 

株式会社東京都民銀行
 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南波　秀哉　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長尾　礎樹　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東京都民銀行の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成27年
４月１日から平成27年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、
中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社東京都民銀行及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
連結会計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上
(注) １　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。
２　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書  
 

平成27年11月26日
 

株式会社東京都民銀行
 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 南波　秀哉　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長尾　礎樹　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東京都民銀行の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第94期事業年度の中間会計期間(平成27年４
月１日から平成27年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社東京都民銀行の平成27年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成27年４月１
日から平成27年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上
(注) １　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。
２　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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