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１【中間連結財務諸表等】 
(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 ※7  7,945,518 ※7  6,559,719 ※7  5,239,373

コールローン及び買入手形 784,987 362,974 272,085

買現先勘定 ※2  120,503 ※2  251,519 ※2  134,638

債券貸借取引支払保証金 ※2  3,554,122 ※2  4,402,828 ※2  4,478,999

買入金銭債権 ※7  4,173,449 ※7  3,108,684 ※7  3,326,640

特定取引資産 ※7  8,521,460 ※7  9,350,376 ※7  10,636,985

金銭の信託 286,237 244,147 241,889

有価証券
※1, ※2, ※7, ※14

31,273,945

※1, ※2, ※7, ※14  
45,615,983 

※1, ※2, ※7, ※14

38,281,258

投資損失引当金 △35,716 △31,646 △36,656

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  80,668,401
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  77,581,851 
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  81,558,184

外国為替 ※2  1,657,603 ※2  951,377 ※2  1,057,725

その他資産 ※7  5,213,653 ※7  4,854,283 ※7  5,489,877

有形固定資産
※7, ※9, ※10

1,022,192

※7, ※9, ※10  
1,127,231 

※7, ※9, ※10, ※11

1,100,776

無形固定資産 ※7  456,804 ※7  640,533 ※7  647,324

繰延税金資産 1,002,539 768,843 1,036,580

支払承諾見返 ※14  9,353,985 ※14  7,906,343 ※14  8,210,537

貸倒引当金 △879,237 △902,517 △850,061

資産の部合計 155,120,452 162,792,534 160,826,160

負債の部    

預金 ※7  107,094,684 ※7  109,271,184 ※7  107,382,069

譲渡性預金 5,572,916 7,534,801 6,257,192

コールマネー及び売渡手形 ※7  2,147,574 ※7  1,665,138 ※7  1,627,320

売現先勘定 ※7  3,850,718 ※7  6,261,195 ※7  7,377,148

債券貸借取引受入担保金 ※7  1,455,135 ※7  2,429,627 ※7  1,465,090

コマーシャル・ペーパー ※7  173,685 ※7  88,759 141,436

特定取引負債 4,250,007 ※7  5,298,057 ※7  6,103,804

借用金
※2, ※7, ※12

2,694,290

※2, ※7, ※12  
2,935,895 

※2, ※7, ※12

4,015,265

外国為替 ※2  979,813 ※2  885,467 ※2  809,169

短期社債 36,165 74,944 31,472

社債 ※13  4,874,970 ※13  5,308,926 ※13  4,960,713

その他負債 5,031,727 ※7  4,764,371 5,234,205

賞与引当金 23,409 23,940 21,094

役員賞与引当金 66 74 －

退職給付引当金 37,274 58,617 66,188

役員退職慰労引当金 677 746 812

ポイント引当金 884 1,078 850

偶発損失引当金 50,866 57,797 52,486

特別法上の引当金 1,471 1,233 1,475

繰延税金負債 33,130 27,694 23,808

再評価に係る繰延税金負債 ※9  189,933 ※9  185,330 ※9  186,927

支払承諾 ※7, ※14  9,353,985 ※7, ※14  7,906,343 ※7, ※14  8,210,537

負債の部合計 147,853,391 154,781,227 153,969,071

─ 62 ─



(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部    

資本金 996,973 1,196,295 1,196,295

資本剰余金 2,773,290 3,362,612 3,362,612

利益剰余金 2,026,410 1,692,777 1,641,630

株主資本合計 5,796,674 6,251,685 6,200,539

その他有価証券評価差額金 △236,869 19,400 △712,608

繰延ヘッジ損益 11,426 121,666 127,312

土地再評価差額金 ※9  228,616 ※9  221,907 ※9  224,212

為替換算調整勘定 △81,330 △150,853 △234,987

米国会計基準適用子会社における年金債務調整額 △12,392 △53,647 △51,822

評価・換算差額等合計 △90,549 158,473 △647,894

少数株主持分 1,560,936 1,601,147 1,304,444

純資産の部合計 7,267,061 8,011,306 6,857,089

負債及び純資産の部合計 155,120,452 162,792,534 160,826,160

─ 63 ─





















































































































































































２【中間財務諸表等】 
(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

（単位：百万円）

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 ※7  7,985,294 ※7  5,529,701 ※7  4,929,088

コールローン 554,331 206,137 179,114

買現先勘定 ※2  41,097 ※2  122,326 ※2  38,993

債券貸借取引支払保証金 ※2  3,544,509 ※2  4,402,828 ※2  4,478,999

買入金銭債権 ※7  3,317,588 ※7  2,539,100 ※7  2,677,859

特定取引資産 ※7  8,411,407 ※7  9,266,130 ※7  10,528,447

金銭の信託 70,275 27,550 36,758

有価証券
※1, ※2, ※7, ※15

31,106,307

※1, ※2, ※7, ※15  
46,165,485 

※1, ※2, ※7, ※15

38,731,570

投資損失引当金 △92,254 △88,197 △93,156

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  72,228,207
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  69,443,777 
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, 

※7, ※8  73,786,503

外国為替 ※2  1,641,257 ※2  941,761 ※2  1,043,370

その他資産 4,280,265 4,040,702 4,666,482

有形固定資産 ※9, ※14  936,956 ※9, ※14  903,018 ※9, ※10, ※14  915,904

無形固定資産 330,689 306,431 312,486

繰延税金資産 993,654 681,237 953,104

支払承諾見返 ※15  7,431,818 ※15  6,121,701 ※15  6,425,841

貸倒引当金 △674,415 △663,122 △639,580

資産の部合計 142,106,991 149,946,570 148,971,788

負債の部    

預金 99,767,246 100,488,998 100,208,977

譲渡性預金 5,561,932 7,988,427 6,579,759

コールマネー ※7  1,808,065 ※7  1,602,579 ※7  1,399,495

売現先勘定 ※7  3,726,524 ※7  6,253,373 ※7  7,362,471

債券貸借取引受入担保金 ※7  1,382,950 ※7  2,332,669 ※7  1,374,637

特定取引負債 4,149,558 5,226,429 6,006,174

借用金
※2, ※7, ※11

4,646,501

※2, ※7, ※11  
4,967,154 

※2, ※7, ※11

5,560,428

外国為替 ※2  995,640 ※2  899,537 ※2  828,087

社債 ※12  3,180,478 ※12  3,914,160 ※12  3,422,414

その他負債 3,799,340 3,687,165 4,112,171

未払法人税等 11,301 13,296 16,351

リース債務 512 2,687 1,250

その他の負債 3,787,527 3,671,181 4,094,569

賞与引当金 16,669 16,355 15,915

役員賞与引当金 43 46 －

退職給付引当金 10,343 12,087 11,482

ポイント引当金 703 896 664

偶発損失引当金 39,252 38,116 40,030

特別法上の引当金 ※13  31 ※13  31 31

再評価に係る繰延税金負債 ※14  189,933 ※14  185,330 ※14  186,927

支払承諾 ※7, ※15  7,431,818 ※7, ※15  6,121,701 ※7, ※15  6,425,841

負債の部合計 136,707,035 143,735,061 143,535,509

─ 153 ─



（単位：百万円）

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部    

資本金 996,973 1,196,295 1,196,295

資本剰余金 2,773,290 3,362,612 3,362,612

資本準備金 2,773,290 1,196,295 1,196,295

その他資本剰余金 － 2,166,317 2,166,317

利益剰余金 1,571,848 1,245,953 1,184,843

利益準備金 190,044 190,044 190,044

その他利益剰余金 1,381,804 1,055,908 994,799

行員退職手当基金 2,432 2,432 2,432

別途積立金 718,196 718,196 718,196

繰越利益剰余金 661,175 335,279 274,170

株主資本合計 5,342,112 5,804,861 5,743,752

その他有価証券評価差額金 △193,236 61,970 △655,202

繰延ヘッジ損益 22,464 122,768 123,516

土地再評価差額金 ※14  228,616 ※14  221,907 ※14  224,212

評価・換算差額等合計 57,843 406,647 △307,473

純資産の部合計 5,399,955 6,211,509 5,436,278

負債及び純資産の部合計 142,106,991 149,946,570 148,971,788

─ 154 ─











































































 

  

 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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三菱東京ＵＦＪ銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成20年４月１日から平成20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、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び連結子会社の平成20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20年４月１日から平成20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。 

  

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

以 上 

  

   

独立監査人の中間監査報告書

平成20年11月28日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ  

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  小  暮  和  敏  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  園  生  裕  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  大  竹     新  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  福  井  良  太  ㊞ 

(注)１ 上記は、独立監査人の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 中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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三菱東京ＵＦＪ銀行の平成21年４月１日から平成22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21年４月１日から平成21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、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び連結子会社の平成21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21年４月１日から平成21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。 

  

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

以 上 

  

   

独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月25日

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  小  暮  和  敏  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  野  中     俊  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  福  井  良  太  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  百  瀬  和  政  ㊞ 

(注)１ 上記は、独立監査人の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 中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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三菱東京ＵＦＪ銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第４期事業

年度の中間会計期間（平成20年４月１日から平成20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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から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、我が国におけ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

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成20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20年４月１日から平成20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。 

  

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

以 上 

  

   

 

独立監査人の中間監査報告書

平成20年11月28日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ  

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  小  暮  和  敏  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  園  生  裕  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  大  竹     新  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  福  井  良  太  ㊞ 

(注)１ 上記は、独立監査人の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 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 

  

 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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三菱東京ＵＦＪ銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第５期事業

年度の中間会計期間（平成21年４月１日から平成21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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から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、我が国におけ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

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成21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21年４月１日から平成21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。 

  

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

以 上 

  

   

 

独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月25日

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  小  暮  和  敏  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  野  中     俊  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  福  井  良  太  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  百  瀬  和  政  ㊞ 

(注)１ 上記は、独立監査人の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 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月30日 

【会社名】 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

【英訳名】 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 頭取 永 易 克 典 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当ありません 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 

【縦覧に供する場所】 本店のほかに該当ありません 

  

  

  



当行頭取永易克典は、当行の第５期の中間会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)の

半期報告書に記載した事項について確認したところ、全ての重要な点において、金融商品取引法令に基づ

き適正に記載されており、虚偽の記載および記載すべき事項の記載漏れはありません。 

  

当行は、平成21年11月25日に情報開示委員会を開催し、記載内容の適正性について確認しました。 

  

１ 【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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