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平成 19年 3月期業績予想の修正ならびに 

合併後３年間（平成16-18年度）の主要計数の状況に関するお知らせ 
 

当行は平成 19 年 3 月期で合併 3 年を経過いたしましたが、この間、業績は順調に推移し、預金･譲渡性預

金残高は平成 16-18 年度に 8,512 億円（+44.2%）増加するとともに、貸出金残高も 7,649 億円（+45.7%）増

加いたしました。 

また、平成19年 3月期決算につきましても、単体業務純益が初めて300億円を超える310億円（実質業純

308 億円）、連結当期純利益も初めて 100 億円を超える 105 億円と業績予想を大きく上回り過去最高となる見

込みとなりましたので、平成18年 11月 17日に発表いたしました業績予想の修正と合併後3年間の状況につ

き、以下のとおりお知らせ申し上げます。 

 

Ⅰ. 平成 19年 3月期業績予想の修正 

 

１．業績予想の修正 

（１）連結業績予想の修正（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日） 

                                        （単位:百万円） 

 経 常 収 益      経 常 利 益      当期純利益 

前回予想（A） 94,000 19,600 10,300 

今回修正（B） 99,900 23,000 10,500 

増 減 額    （B－A） ＋5,900 ＋3,400 ＋200 

増 減 率    （％） ＋6.2 ＋17.3 ＋1.9 

前期実績(平成18年 3月期) 81,443 13,779 6,718 

  

（２）単体業績予想の修正（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日） 

                                        （単位:百万円） 

 経 常 収 益      経 常 利 益      当期純利益 

前回予想（A） 81,000 18,600 10,000 

今回修正（B） 85,600 22,900 11,000 

増 減 額    （B－A） ＋4,600 ＋4,300 ＋1,000 

増 減 率    （％） ＋5.6 ＋23.1 ＋10.0 

前期実績(平成18年 3月期) 72,546 15,629 8,726 

 

２．修正の理由 

銀行業において、中小企業向けを中心に貸出金が大きく増加したことに加え、政策金利変更に伴う貸

出金金利上昇による貸出金利息収入の増加や投資信託等の好調な販売、債券売却益の増加を主要因とし

て、連結・単体ともに経常収益、経常利益、当期純利益について前回予想比上方修正をいたします。 

 



 

Ⅱ. 合併後３年間の主要計数の状況（見込） 

 

 平成 16年 2月合併後の３年間（平成16年度-平成18年度）の主要計数の状況（見込）は以下のとおりで

あります。 

 

1．預貸金等の推移（末残） 

 

（単位：億円、％）

増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率

総資産 21,102 24,185 +3,083 +14.6% 26,273 +2,088 +8.6% 30,517 +4,244 +16.1% +9,415 +44.6% 

19,232 22,039 +2,807 +14.5% 23,827 +1,788 +8.1% 27,744 +3,917 +16.4% +8,512 +44.2% 

ｳﾁ個人預金（注） 14,357 15,376 +1,019 +7.1% 16,671 +1,295 +8.4% 19,126 +2,455 +14.7% +4,769 +33.2% 

貸出金残高 16,719 18,705 +1,986 +11.8% 21,314 +2,609 +13.9% 24,368 +3,054 +14.3% +7,649 +45.7% 

ｳﾁ住宅ローン 5,928 6,428 +500 +8.4% 7,130 +702 +10.9% 7,769 +639 +8.9% +1,841 +31.0% 

（注）個人預金は譲渡性預金を含んでおりません。
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２．収益・諸比率の推移 

  

（単位：億円）

前年度比 前年度比 前年度比 15年度比

増減額 増減額 増減額 増減額

コア業純　（注2） 164 200 +36 250 +50 296 +46 +132 

実質業純　（注3） 156 192 +36 220 +28 308 +88 +152 

業務純益 156 196 +40 207 +11 310 +103 +154 

経常利益 68 96 +28 156 +60 229 +73 +161 

当期純利益 193 61 △132 87 +26 110 +23 △83 

経常利益 102 101 △1 137 +36 230 +93 +128 

当期純利益 57 66 +9 67 +1 105 +38 +48 

自己資本比率（単体） 8.65% 8.52% △0.13% 9.43% +0.91% 10.1%程度

　　　　〃　（連結） 8.52% 8.45% △0.07% 9.31% +0.86% 9.9%程度

開示債権比率 5.7% 3.9% △1.8% 2.6% △1.3% 2.4%程度

コアＲＯＡ（注4） 0.76% 0.88% +0.12% 0.99% +0.11% 1.0%程度

コアＲＯＥ（注5） 23.6% 29.2% +5.6% 31.0% +1.8% 31.5%程度

コアＯＨＲ（注6） 60.1% 59.5% △0.6% 54.2% △5.3% 51.2%程度

（注）１．15年度計数につきましては、コア業純、実質業純、業務純益は、旧関西銀行、

 　　　　 旧関西さわやか銀行の計数を単純合算したものであります。

 　　　　 なお、経常利益、当期純利益は決算計数であり、合併の特殊要因が含まれております。

　　　２．コア業純＝「業務純益」-「一般貸倒引当金繰入額」-「債券関係損益」

　　　３．実質業純＝「業務純益」-「一般貸倒引当金繰入額」

　　　４．コアＲＯＡ＝コア業純÷総資産平残

　　　５．コアＲＯＥ＝コア業純÷純資産平残

　　　６．コアＯＨＲ＝経費÷コア業務粗利益
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