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新月島経済レポート２０1０年６月号	 「公的資金投入の北都銀行（後編）」 
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１．緊急避難の優先株増資 
 
金融機能強化法に基づく１００億円の公的資金の投入は、規模が中途半端で、かつ、資金

コストが高すぎ、これでは北都銀行の財務体質の改善にはおよそ効果が期待できない。そ

んな意味のない公的資金の投入を申請したのは、北都銀行にはそれでもそうせざるを得な

い切羽詰った事情があったからであろう。この事情を解析する鍵は、北都銀行が平成２０

年９月２６日に行った第三者割当増資にある。 
 
平成２０年３月期決算で５期ぶりの連結当期純損失の計上に追い込まれた北都銀行は、平

成２０年８月８日、荘内銀行との「経営統合を視野に入れた資本提携に関する 終協定書」

を締結し、この協定に基づき、同年９月２６日、荘内銀行に対して総額９９億６８５４万

円の第三者割当増資を行った。この増資は、いずれもＡ種優先株を一株７４円で荘内銀行

に割り当てるというもので、直接引受分が１０７，７６８，０００株、新株予約権の行使

による引受が２６，９４２，０００株であった。 
 

株式発行形態 
発行株数 単価 発行総額 資本金 資本準備金 

千株 円 千円 千円 千円 

優先株引受 107,768 74 7,974,832 3,987,416 3,987,416 

新株予約権行使 26,942 74 1,993,708 996,854 996,854 

合計 134,710   9,968,540 4,984,270 4,984,270 

 
９９億円の第三者割当増資といえば、この銀行が平成１２年９月に行った１０４億円の第

三者割当とほぼ同規模の資本増強である。平成１２年の増資が普通株であったのに対して

平成２０年増資は優先株で、その発行価格は、平成１２年増資の一株１５６円に対して７

４円と、優先株にもかかわらず株価は半値以下になっている。 
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ここで両時期の増資をそのタイプ別に分類すれば、平成１２年増資が取引先２４４２社に

対する救済強要型増資であり、一方、平成２０年増資は荘内銀行に対する救済懇願型増資

の色彩が濃い。したがって、荘内銀行に対する新株は北都銀行に圧倒的に不利な条件で発

行されている。優先配当率が一株当り年間５円５５銭とされているのである。発行価格７

４円に対する配当利回りはなんと７．５％にもなる。 
 
この優先配当は非累積条項が付されているので、未払の優先配当が次年度に累積する事は

無いものの、現金対価の取得条項として、 
「発行から５年を経過した後、払込金額にＡ種経過未払配当相当額を加えた金額によって、

北都銀行はＡ種優先株式の全て又は一部を取得することができる。」 
旨の規定が付されている。北都銀行は、優先株の消却を行うためには、結局優先配当を累

積的に支払わなくてはならない。 
 
という事は、北都銀行が配当をする場合、一般の普通株配当に先立って、優先株式１億３

４７１万株に対して一株当り５円５５銭、総額７億４７６４万円の優先配当を支払わなく

てはならないことになる。（１億３４７１万株×＠５円５５銭＝７億４７６４万円）ここで

北都銀行の発行済普通株式数は１億４８０４万株なので、普通株式に対し一株当り配当５

円を実施するためには７億４０２４万円の配当原資がいる。（１億４８０４万株×＠５円＝

７億４０２４万円）すなわち、北都銀行は少なくとも１４億８７８８万円（７億４７６４

万円＋７億４０２４万円＝１４億８７８８万円）の税引後利益が出ない限り、普通株式の

５円配当を行うことができないのである。北都銀行は過去５年間、１５億円以上の利益を

上げた事が一度も無い。 
 
しかもこの優先株は発行後５年間は買戻償却を行なうことができない。さらに５年後に買

戻すときには、それ以前の未払優先配当が取得価額に加算されてしまう。平成２０年９月

に９９億円で発行した優先株の５年後の買戻し価格は、なんと１３７億円にもなってしま

う。（９９億６８５４万円＋７億４７６４万円×５年＝１３７億６７４万円） 
 
前編において指摘したように、北都銀行は、平成１２年９月の取引先割当増資後、一貫し

て預金残高を減少させ続けてきた。この銀行の当期純損益は、不良債権処理費用をどれだ

け計上するかによって赤字か黒字かが決定されるという、まことに情けない構造に陥って

いた。その中でこの銀行は、平成１４年３月期と平成１５年３月期に１００億円近い大幅

な不良債権処理費を計上し、一期措いた平成１７年３月期にも、再度１００億円規模の不

良債権処理費を計上した。こうして不良債権の抜本的処理をしたつもりになっていたにも

かかわらず、この銀行の不良債権は平成１８年３月期以降も止まらない。そして気がつい
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てみれば、預金が流出して銀行としての基礎収益力自体がなくなり、ついに赤字決算を余

儀なくされてしまった。これでは遠からず銀行の自己資本規制に抵触してしまう。この銀

行の平成２０年３月期決算当時の状況はこんなところではなかったか？ 
 
北都銀行とすれば、なんとしても自己資本増強のための増資をしたいところであるが、取

引先２４４２社には平成１２年の増資で思いっきりババをかけているので、とてもではな

いけれど再度の増資など頼めない。そこで同病相憐れむ近隣の荘内銀行にすがりついたの

であろうが、荘内銀行とて人の銀行を救済するほど余裕があるわけではない。荘内銀行は、

切羽詰った北都銀行の弱みに付け込んで、利回り７．５％の優先株を飲ませてしまった。

これであれば北都銀行は名目上自己資本比率を維持できるし、荘内銀行も、７．５％の高

利回りを確保することができる。 
 
北都銀行の平成２１年３月期の資金運用利回りは１．７７％である。この銀行は、配当率

７．５％の優先株を荘内銀行に出すだけで、毎年５億７千万円強の損が出る。（９９億６８

５４万円×（７．５％－１．７７％）＝５億７１１９万円）高利の金を借りて低利融資を

やるのだから、これでは銀行経営は成り立たない。平成２０年３月期当時の北都銀行には、

こんなあくどい資金提供を受けるしか選択の道はなかったのである。北都銀行は、この優

先株は緊急避難的なもので、自己資本比率の目途さえ付けは、早急に優先株の消却を行な

わなければならないと強く思ったはずである。 
 
北都銀行と荘内銀行の持株会社フィデアホールディングスが設立されたのは平成２１年１

０月のことであり、翌１１月１３日に、北都銀行は、平成２１年９月中間期の決算発表を

行っている。北都銀行は、この中間決算で７億７７００万円の経常利益を計上したのであ

るが、その際、斉藤頭取は、 
「グループとしての相乗効果が現れた」 
などと不可思議なことを強調しながらも、 
「資本増強策も引き続き検討している」 
と述べている。荘内銀行による資本増強が９月に終わったばかりなのである。このとき既

に、平成２２年３月の公的資金投入は決まっていたと考えるべきであろう。 
 
２．優先株から公的資金へのバトンタッチ 
 
平成２０年９月に北都銀行が発行した９９億円の優先株は、荘内銀行がこれを全額引受け、

北都銀行と荘内銀行は翌平成２１年１０月にフィデアホールディングスとして経営統合を

行った。こうして北都銀行は平成２１年３月期の自己資本規制を回避することができたが、

その後増資銀行（北都銀行）と引受銀行（荘内銀行）が経営統合したというのであるから、
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例の９９億円は、同一連結グループ内の右のポケット（荘内銀行）から左のポケット（北

都銀行）へ９９億円の金が移っただけのことであり、連結決算上何の意味もなくなってし

まう。経営統合後のフィデアは、だから、どうしても外部から１００億円程度のニューマ

ネーを北都銀行に入れる必要があるが、それはもはや公的資金以外にはありえない。平成

２２年３月の公的資金の投入は、荘内銀行引受優先株の肩代わりに過ぎないのである。 
 
成２０年９月から平成２２年３月までの僅か１年半の間に、９９億円の優先株増資から、

フィデアの経営統合を経て、１００億円の公的資金の投入まで、北都銀行の資本移動が一

気呵成に行われた。目まぐるしく変動した北都銀行の資本を開示資料で検証すると、次の

とおりである。 
 
北都銀行    （千株） 

株式 Ｈ２０年３月 増加 減少 Ｈ２１年３月 

発行済株式        

 普通株式 148,464 0 415 148,048 

 Ａ種優先株式 0 134,710 0 134,710 

自己株式 -366 -58 -420 -4 

新株予約権 0 26,942 26,942 0 

合計 148,098 161,594 26,937 282,754 

フィデアＨ    （千株） 

株式 Ｈ２１年３月 増加 減少 Ｈ２２年３月 

発行済株式        

 普通株式 122,866 22,144 1,545 143,464 

 Ａ種優先株式 0 20,206 0 20,206 

 Ｂ種優先株式 0 25,000 0 25,000 

自己株式        

 普通株式 -1,522 -371 -1,874 -18 

 Ａ種優先株式 0 -20,206 0 -20,206 

合計 121,344 46,773 -329 168,446 

 
北都銀行の平成２０年３月期末の発行済株式は、普通株式のみで１４８，４６４千株であ

ったところ、平成２０年９月、１０７，７６８千株のＡ種優先株と２６，９４２千株の新

株予約権が荘内銀行宛に発行された。新株予約権は荘内銀行によって直ちに行使され、同

数のＡ種優先株が発行されたので、結局このときのＡ種優先株の発行は１３４，７１０株

となり（１０７，７６８千株＋２６，９４２千株＝１３４，７１０株）、新株予約権２６，
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９４２千株は全数消滅している。このようにして北都銀行は、平成２１年３月期の 後の

単独決算を終了し、翌平成２２年３月期は、フィデアホールディングの子会社としての決

算となる。 
 
さて平成２１年１０月１日にフィデアホールディングスが設立されたが、設立の母体とな

ったのは荘内銀行であるため、平成２１年３月期末にも新生フィデアホールディングスの

発行済株式は荘内銀行として存在する。北都銀行はそのフィデアに株式移転をした。フィ

デア新株への移転比率は、荘内銀行株が１対１、北都銀行株は１対０．１５株であった。

ここで荘内銀行は東京証券取引所市場第一部の上場会社であり、北都銀行は非上場であっ

たが、統合後のフィデアが荘内銀行の上場を引継ぎ、この結果、荘内銀行の上場は廃止さ

れている。北都銀行は思わぬ形で念願の上場を果たしたことになるが、まるで破産会社の

如き株式移転比率０．１５を勘案すると、その実態は、上場会社の８５％減資に等しい。 
 
フィデアの平成２２年３月期の資本移動表では、旧荘内銀行の平成２１年３月期末の発行

済株式数が継承されている。平成２１年１０月１日、ここに旧北都銀行株が加わったと考

えるのである。そこで平成２２年３月期の増加を見ると、まず普通株式が２２，１４４株

増加しているのは、旧北都銀行の普通株残高１４８，０４８株に株式移転比率０．１５を

乗じたフィデア新普通株が発行されたからである。（１４８，０４８株×０．１５＝２２，

１４４株）次に北都銀行が発行したＡ種優先株であるが、これまたフィデア株への移転比

率は０．１５なので、北都銀行時代のＡ種優先株発行数１３４，７１０株は自動的にフィ

デアの２０，２０６株となる。（１３４，７１０株×０．１５＝２０，２０６株）このＡ種

優先株は北都銀行の資本に計上されると共に、荘内銀行が投資勘定で所有しているので、

連結フィデアとすれば、資本の部に２０，２０６株、自己株式として同数の２０，２０６

株が加算減算で計上されることになる。そして平成２２年３月に投入された公的資金がＢ

種優先株である。Ｂ種優先株は一株の払込価格４００円で２５百万株発行され、総額１０

０億円であった。 
 
このようにして荘内銀行に割り当てられた９９億円のＡ種優先株は、公的資金によるＢ種

優先株１００億円に転嫁し、この結果、北都銀行の９９億円の資金コストは、７．５％の

異常な超高コストから１．６％の並の高コストへと、大幅に削減されることになった。 
 
３．劣後債による自己資本比率 
 
北都銀行の平成２０年３月期以降の行動原理は全て自己資本規制の回避に尽きている。そ

こで北都銀行の開示する平成２０年３月期並びに平成２１年３月期末の連結自己資本比率

を示すと次の通りである。 



 6 

 
  （百万円） 

項目 H２０年３月 H２１年３月 

基本的項目     

普通株式資本金 12,669 12,669 

非累積的永久優先株資本金 0 4,984 

資本剰余金 8,135 13,039 

利益剰余金 7,509 -10,562 

自己株式 -73 0 

社外流出予定額 -10 -10 

その他有価証券評価差額 -12,792 0 

連結子会社等の少数株主持分 1,066 942 

のれん相当額 -14 0 

証券化取引に伴い増加した自己資本相当額 -769 -664 

繰延税金資産の控除金額 0 0 

計（A) 15,719 20,396 

補完的項目     

土地の再評価差額の４５％相当額 1,903 1,858 

一般貸倒引当金 5,246 4,021 

負債性資本調達手段等 12,000 12,000 

 計 19,150 17,879 

うち自己資本への算入額（B) 12,661 14,660 

控除項目（C) 0 0 

自己資本額（A+B-C＝D) 28,381 35,057 

リスク・アセット等     

資産（オンバランス）項目 404,183 362,597 

オフ・バランス取引等項目 17,397 14,801 

信用リスク・アセットの額 421,581 377,399 

オペレーショナル・リスク相当額に係る額 42,171 39,250 

計（H) 463,753 416,649 

連結自己資本比率（国内基準）＝D/H ６．１１％ ８．４１％ 

Tier １ 比率＝A/H ３．３８％ ４．８９％ 

 
銀行の自己資本にはＢＩＳ（国際決済機関）規制があり、国際業務を行なう銀行の自己資

本比率は８％、国内業務に特化した銀行でも自己資本比率４％を維持することが求められ
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ている。リーマンショック後の主要国の金融当局は金融機関の自己資本規制に動き始めて

いる。BIS規制上の自己資本は、資本金や法定準備金などの中核的項目（Tier 1）と劣後債
や有価証券の含み益などによる補完的項目（Tier ２）から構成されているが、米金融当局
は補完的項目を排除した「コア Tier 1」を重視する姿勢を示している。北都銀行は国内業務
銀行であるため、国内基準での自己資本比率４％以上を維持していれば当面は良いものの、

遠からず不可避の規制強化にあわせて、Tier １比率でも４％を達成しておかなくてはいけ

ない。	

 
そこで北都銀行の自己資本比率を見ると、国内基準での連結自己資本比率は、平成２０年

３月期が６．１１％、平成２１年３月期が８．４１％と、共に４％基準を上回っているも

のの、Tier １比率の方は、平成２０年３月期が３．３８％、平成２１年３月期が４．８９％

と、微妙な数値を前後している。	

	

北都銀行の連結自己資本比率が Tier １比率を大きく上回っているのは、補完的項目（Tier 
２）に「負債性資本調達手段等」１２０億円が計上されているからであり、この中身は、

平成１７年８月２３日に発行された１２０億円の劣後特約付無担保社債である。この劣後

債の利率は、発行後５年間は２．６１％の固定金利とされているが、５年目以降は６ヶ月

ＬＩＢＯＲ＋３．４％の変動金利に跳ね上がる。ちなみに現在（５月２０日）の６ヶ月Ｌ

ＩＢＯＲは０．４５２５％である。既に平成１７年当時、北都銀行はこんな高利の劣後債

に手を出さざるを得ないほど自己資本に四苦八苦していたのである。	

	

北都銀行は、平成１７年８月２３日に劣後債を発行し、この結果その後の決算期の自己資

本比率は何とか体面を保てたものの、反面、２．６１％の高金利はこの銀行の収益力をさ

らに蝕んでいった。劣後債の金利負担だけで年間３億１３２０万円にもなる。（１２０億

円×２．６１％＝３億１３２０万円）しかも、発行５年後の平成２２年８月２３日以降、

この金利はさらに３．８５２５％（３．４％＋ＩＢＯＲ０．４５２５％＝３．８５２５％）

にまで上昇する。本年８月２３日、北都銀行はなんとしてもこの劣後債を償還しなければ

ならない。	

 
北都銀行の国内基準連結自己資本比率なるものは、収益力と引き換えに発行した高利劣後

債１２０億円で上げ底された偽装値に過ぎず、この銀行の適正な自己資本比率を反映して

いない。だいたいが国際基準ではこのような劣後債の資本性自体が認められない。いずれ

にしても北都銀行の自己資本比率は Tier １比率で判断するしかないことになるが、その

Tier １比率が平成２０年３月期に４％を下回ってしまった。北都銀行の経営陣は、もはや

銀行存続のためには「どんなことでもしなければならない」と思っただろうし、そしてそ

の結果やった「どんなことでも」が、荘内銀行との間の優先株発行を伴う経営統合であり、
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本年３月の公的資金投入であり、さらには平成２１年３月期以降の不可解な経理操作と考

えるべきであろう。	

	

４．繰延税金資産と未認識数理差異	

	

苦しかった平成２０年３月期決算が終了し、同年５月１５日、北都銀行は荘内銀行との経

営統合を発表した。８月８日には、「経営統合を視野に入れた資本提携に関する 終協定書」

も締結された。そして９月２６日に９９億円の優先株が荘内銀行に発行される手筈になっ

ていたところ、なんとその９月１５日に、リーマンショックが起きてしまった。リーマン

ショックを受けた平成２１年３月期決算では、北都銀行は１８１億円の連結当期純損失の

計上を余儀なくされ、もはやまともなことでは自己資本比率を維持できるはずもない。北

都銀行の公表する平成２１年３月期の自己資本比率は、このような事情の下で作成されて

いるのであり、そこには次のようなカラクリがある。	

 
第一に、北都銀行の平成２１年３月期の連結貸借対照表には１１０億円の繰延税金資産が

計上されている。繰延税金資産とは将来の期間に対応する前払税金であり、前払税金は将

来の課税所得から減算されることにより回収される。すなわち、将来の課税所得の発生が

確実でない限り、前払税金の回収可能性は疑問視される。企業会計原則上、繰延税金資産

は、将来の十分な課税所得がない限りこれを計上することができない。 
 
監査委員会報告第６６号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」に

よれば、期末において重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社は、翌期に見込まれる課

税所得の範囲内しか繰延税金資産の計上が認められない。北都銀行の平成２１年３月期末

の連結欠損金は１０５億円であり、したがって北都銀行が平成２１年３月期末において「重

要な税務上の繰越欠損金が存在する会社」に該当する事は疑いがない。さて、結果的に北

都銀行が平成２２年３月期に計上した税引前当期利益（単体）は１８億円弱で、これに実

効税率４２％を乗じると７億円に過ぎない。企業会計原則に従った適正な決算を行う限り、

北都銀行は平成２１年３月期において７億円を越える税効果資産を計上することができな

い。 
 
北都銀行が企業会計原則に違反して計上した税効果資産は１１０億円で、その明細は次の

通りとなっている。当然にこの金額は自己資本比率の計算上も減算しておかなくてはなら

ない。 
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 （百万円） 

税効果会計 H２１年３月 

繰延税金資産：   

貸倒引当金 7,382 

税務上の繰越欠損金 4,482 

投資損失引当金 3,813 

その他有価証券評価差額金 3,044 

有価証券償却 2,264 

退職給付引当金 1,689 

減価償却 1,391 

その他 782 

繰延税金資産小計 24,850 

評価性引当金 -13,787 

繰延税金資産合計 11,062 

繰延税金負債 -20 

繰延税金資産純額 11,042 

 
次に、北都銀行の平成２１年３月期の自己資本比率計算では、退職給付債務における簿外

の数理差異２６億円が控除されていない。北都銀行の平成２１年３月期にかかる退職給付

債務計算は次の通りとなっている。 
 
 （百万円） 

退職給付計算 H２１年３月 

退職給付債務 -9,290 

年金資産 7,783 

未積立退職給付債務 -1,507 

未認識数理差異 2,644 

連結貸借対照表計上純額 1,137 

前払年金費用 1,235 

退職給付引当金 -97 

 
平成２１年３月期末の従業員に対する退職給付債務は９３億円であり、北都銀行はその支

払いに備えて年金資産を積み立てていたところ、リーマンショックで年金資産が７８億円

に目減りし、退職給付に１５億円の積立不足を起こしてしまった。ならば未積立の退職給

付債務１５億円を引当計上すれば良いものの、北都銀行はそうしない。リーマンショック
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による年金資産の大幅下落は予測されていなかったのだから、積立不足は年金数理計算上

の数理差異となり、その数理差異を計算すると２６億円になったので、数理差異を考慮す

ると１５億円の積立不足どころか、反対に１２億円の積立超過だというのである。この人

たちは頭がおかしいのではないか？ 
 
現行企業会計原則上、未認識の数理差異は簿外とすることができる。そこで北都銀行は、

簿外で２６億円の数理差異を捻り出しては１１億円の積立超過を演出し、１２億円の前払

年金資産を資産計上すると共に、退職給付引当金には１億円だけを計上した。この結果、

北都銀行の平成２１年３月期の退職給付債務計算は、１２億円の前払年金費用と２６億円

の簿外数理差異が両建となり、両者が相殺されることにより、差額としての小額退職給付

引当金が計上されるという仕組になっている。ところで、企業会計原則上、資産と簿外債

務の相殺は認められない。北都銀行は、平成２１年３月期に１２億円の前払年金費用の資

産計上を行った以上、２６億円の数理差異もまた負債計上しておくべきなのである。少な

くともこんなものが、銀行の自己資本比率の計算上、未計上であってよいはずがない。 
 
５．北都銀行の自己資本の真実 
 
平成２１年３月期決算は、リーマンショックを受けてどこの銀行にとっても辛い決算で、

大手都市銀行でも未認識の数理差異を簿外にしながら前払年金費用の資産計上をやってい

るし、将来の課税所得の裏付けのない税効果資産を計上している銀行も散見される。しか

し、変動利付国債の評価損を未計上にする銀行など、早々滅多なことであってはたまらな

い。 
 
前編において指摘したように、北都銀行は、平成２１年３月期決算において、天下の変動

利付国債相場がリーマンショックの混乱のため適正な時価とはみなせないなどと強弁して、

評価損の計上を見送ったのである。こんなことをすればリーマンショックの収まる平成２

２年３月期決算はいったいどうするつもりかと思っていたら、この銀行が５月１４日に公

表した決算短針を見て腰を抜かした。平成２２年３月期決算でも変動利付国債の評価損を

計上していないのである。決算短針における北都銀行の弁明は次の通りである。 
 
変動利付国債については、昨今の市場環境の踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価

とみなせない状況にあると判断し、当連結会計年度末においては、合理的に算定された価

額を連結貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって連結貸借対照

表計上額とした場合に比べ、「有価証券」は４，７２０百万円増加、「繰延税金資産」は１，

５４３百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は３，１７７百万円増加しております。

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシ
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ュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及

び同利回りのボラテリティが主な価格決定変数であります。“ 
 
前編において論証したように、日本の国債市場は常に十分な流動性に裏付けられており、

たとえリーマンショック直後の混乱期といえども、その市場価格が金融商品会計基準上の

時価とみなせないなどということはあり得ない。しかも平成２２年３月期末といえば、既

にリーマンショック後１年半の年月が流れている。日経平均株価は１万１千円台まで回復

し、外国為替は１ドル＝９１円の円高水準にあったのである。このような金融市場におい

て正常に取引されている変動利付国債の市場価格が、「引続き市場価格を時価とみなせない

状況にあると判断」するということは、この銀行の決算が企業会計原則に準拠していない

ことを自白しているに等しい。 
 
北都銀行による変動利付国債の評価損未計上は、平成２１年３月期の「有価証券」と「そ

の他有価証券差額金」を４１億円嵩上げしている。プラスの「その他有価証券差額金」は

自己資本比率を上昇させる。さて１年後の平成２２年３月期末においても北都銀行は変動

利付国債の評価損を計上せず、この結果、平成２２年３月期末の「有価証券」は４７億円、

「その他有価証券差額金」は３２億円嵩上げされた。差額の１５億円は税効果資産を未計

上にしたのである。北都銀行の両事業年度末の未計上評価損の額はほぼ変わらない。事実

は、平成２１年３月期末と平成２２年３月期末において、変動利付国債は安定的な市場価

格を示していたことになるではないか。したがって、これを時価とみなせないなどと強弁

する北都銀行の会計処理は、企業会計原則に違反している。 
 
将来の課税所得に裏付けられていない繰延税金の資産計上、前払年金費用の資産計上によ

る未認識数理差異の簿外処理、変動利付国債の市場価格下落に伴う評価損の未計上。北都

銀行の平成２１年３月期以降に行なわれているこれらの会計処理は、自己資本の偽装を目

的として行われた不適正処理であり、これを修正して北都銀行の適正な平成２１年３月期

末の連結純資産を求めると次の通りとなる。 
 
 （百万円） 

純資産計算 H２１年３月 

資本金 17,653 

資本剰余金 13,039 

利益剰余金 -10,562 

自己株式 0 

株主資本合計 20,129 

その他の有価証券評価差額 -7,536 
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土地再評価差額 2,283 

評価換算差額等合計 -5,253 

少数株主持分 1,942 

純資産の部合計 16,818 

修正：   

繰延税金資産計上否認 -11,062 

未認識数理差異負債計上 -2,644 

変動利付国債評価損計上 -4,102 

修正合計 -17,808 

修正後純資産額 -990 

 
北都銀行は平成２１年３月期にまともな決算を行えば９億９千万円の連結債務超過だった

のである。したがって、平成２１年３月期の Tier １比率は次のように再計算される。	

	

 （百万円） 

銀行計上自己資本基本的項目（Tier １） 20,396 

修正項目：   

（１）税効果資産 -11,062 

（２）未認識退職給付債務数理差異 -2,644 

（３）未計上変動利付国債時価評価損 -4,102 

修正額合計 -17,808 

修正後基本的項目（Tier １） 2,588 

リスク・アセット等 416,649 

修正後 Tier１比率 0.6% 

 
北都銀行の適正な決算に基づく平成２１年３月期の Tier １比率は０．６％に過ぎず、国内

業務に特化する銀行の自己資本規制値４％をはるかに下回っている。さらに２００９年１

２月にバーゼル銀行監督委員会が公表した金融危機後の新自己資本規制案では、優先株が

Tier １から排除されているので、２５億円しかない修正後 Tier １から荘内銀行割当優先株

９９億円が控除され、北都銀行の新 Tier １比率はマイナスとなる。	

	

北都銀行は、かくも危険な平成２１年３月期決算に基づき公的資金投入の申請を行い、整

理回収機構は本年３月に１００億円の公的資金を投入した。北都銀行による公的資金投入

の申請は虚偽申請であり、１００億円の公的資金は直ちに返還されなくてはならない。も

とよりこの公的資金投入の大義名分として、公的資金が秋田県下の中小企業融資に廻され
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る計画が立てられているが、この計画自体、その実現は不可能に近い。なぜなら、本年８

月２３日に、金利の跳ね上がる例の劣後債１２０億円を償還しなくてはならないからであ

る。今回投入された１００億円の公的資金以外に、１２０億円もの金が北都銀行のどこに

あると言うのか？	

	

既に北都銀行は荘内銀行との経営統合を経てフィデアホールディングスの子会社となり、

フィデアは５月１４日に平成２２年３月期の決算短針を公表した。フィデアは上場会社な

ので、北都銀行の決算は、金融商品取引法に基づく新日本監査法人の会計監査を初めて受

けることになる。あのインチキくさい平成２１年３月期決算は、金融商品取引法監査を受

けていないのである。	

	

決算短針によれば、北都銀行の平成２２年３月期決算は経常利益１６億円、当期純利益１

０億円が報告されており、個別貸借対照表には繰延税金資産が８４億円計上されている。

変動利付国債の評価損４７億円は引続き未計上で、未認識の数理差異は開示されていない。

これら疑惑の会計処理に、今回初めて新日本監査法人の監査の目が入る。新日本監査法人

の責任はまことに重いと言わなくてはならない。	

	

２０１０年５月２４日	

公認会計士	 細野祐二 
 


