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                            （財）財務会計基準機構会員 

 

平成20年４月11日 

各   位 
会 社 名 株式会社  池 田 銀 行 

代表者名 取締役頭取 服 部 盛 隆 

(コード番号 ８３７５  東証・大証第１部） 

問合せ先 企画部部長 田 畑  宏 
(ＴＥＬ ０７２－７５１－３５２６) 

 
平成 20 年３月期の業績予想及び配当予想の修正並びに 
平成 20 年 3 月期末の有価証券評価損に関するお知らせ 

 

 

平成19年11月16日の決算発表時に公表しました平成20年３月期の業績予想及び配当予想を下記のと

おり修正いたします。 

また、「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復がある

と認められないものについて、平成20年３月期において減損処理による有価証券評価損を計上する必

要が生じましたのでお知らせします。 

 

記 

 
１．平成20年３月期の業績予想及び配当予想の修正 

（１）平成20年３月期業績予想数値の修正（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

                                      （単位：百万円） 

連結ベース 単体ベース 
 

経常収益 経常利益 当期純利益 経常収益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 90,000 10,600 6,000 83,000 10,500 6,000

今回修正予想（Ｂ） 89,000 △64,000 △55,000 82,000 △64,000 △55,000

増 減 額    （Ｂ－Ａ） △1,000 △74,600 △61,000 △1,000 △74,500 △61,000

増 減 率      （％） △1.1 △703.8 △1,016.7 △1.2 △709.5 △1,016.7

前 期 実 績 

(平 成 19年３ 月期 ) 
83,616 10,109 5,685 75,807 9,851 6,033

 

（２）普通株式の配当予想の修正 

 

 期 末 年 間 

前回発表予想（平成19年11月16日） 65円 65円 

今回修正予想 0円 0円 

（ご参考）前期実績（平成19年３月期） 65円 65円 

※前期実績の65円には、55周年記念配当15円が含まれております。 

なお、優先株式の配当につきましては、予定どおり実施する予定であります。 
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（３）修正の理由 

＜単体ベース＞ 

当行は、より厳格な「30％減損ルール」を採用するなど、財務体質の健全性確保を経営の 重要課

題の一つとして認識してまいりました。今般、米国景気後退懸念等の高まりを勘案し、財務体質を強

固なものにするために、保有する有価証券の含み損をほぼ一掃する方針で対応いたしました。 

この結果、前回発表時の予想を大幅に上回る有価証券処理損失を計上するため、業績予想を修正い

たします。従いまして、平成 19 年度の普通株式の期末配当につきましては、誠に遺憾ではありますが、

見送らせていただきたいと存じます。 

なお、今処置後においても、自己資本比率は 10.6％前後と十分な水準を維持できる見込みでござい

ます。 

また、本件処理により資産の健全性と収益力はともに向上し、平成 20 年度の業績は、コア業務純益

140 億円程度、当期純利益 120 億円程度を見込み、復配を目指しております。 

 

＜連結ベース＞ 

主に単体ベースの修正の影響によるものです。 

 

（ご参考） 

平成20年３月期業績（単体ベース）の見込みについて 

（単位：億円）

  決算見込み 前回発表予想 増 減 
 

 

平成21年３月期

（予想） 

コア業務純益 100 120 △20  140 

有価証券関係損益 △635 ― △635  ― 

 
うち含み損一掃の 

  方針による損失 
△746     

不良債権処理損失（△） 95 70 ＋25  20 

経常利益 △640 105 △745  120 

当期純利益 △550 60 △610  120 

自己資本比率 10.6％前後 11％半ば   11％程度 

有価証券含み損益 △75     

 

（単位：億円） 

 決算見込み 19年３月期 増 減 

預金残高 21,911 21,369 ＋542 

 うち個人預金 18,066 17,507 ＋559 

貸出金残高 16,006 15,167 ＋839 

 住宅ローン 4,617 4,498 ＋119 

 事業性貸出 11,212 10,478 ＋734 

有価証券残高 3,576 9,345 △5,769 
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（４）有価証券運用について 

＜平成１９年度の有価証券運用について＞ 

当行の保有有価証券は、内外の国債や大手企業株式が中心であり、サブプライムローン関連の商品

は一切保有しておりません。しかしながら、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融市場混乱の影響を受け、海外投資家が日本市場においてリスク資産圧縮の動きを強めたこともあり、

日本の株式やＲＥＩＴ市場は、歴史的に大きな変動に直面しました。 

従来より、当行は債券および株式の相関を考慮した有価証券運用を行っており、市場の混乱に対応

して、銘柄の入れ替えや各種ヘッジツールを利用してその影響を抑制しておりました。しかしながら、

上記のとおり、日本市場が大きく混乱する中、昨年 6 月以降、当行有価証券ポートフォリオも株式や

ＲＥＩＴ等の含み損が拡大しました。 

このような状況の下、米国景気後退懸念が高まってきたこともあり、「30％減損ルール」に加えて

経営の健全性を阻害する含み損が更に拡大する可能性を排除すべく、含み損をほぼ一掃致しました。 

 

＜今後の運用について＞ 

今回の一連の処理により、有価証券残高およびリスク量は大きく減少しており、更なる含み損の拡

大は限定的であります。また、含み損の一掃により、収益の圧迫要因であった外国証券運用の資金利

鞘が大きく改善いたします。平成 20 年度は、債券中心の運用を行うことにより、有価証券収益は大

幅に回復する見込みです。 

今後は、サブプライムローン問題に端を発した今回の市場の混乱を教訓として、有価証券ポートフ

ォリオ全体のリスクバランスを見直すとともに、分析ツールの刷新を含め、ＡＬＭに係る態勢を抜本

的に見直し、市場変動への対応力を強化して参ります。 

 

（ご参考） 

有価証券の貸借対照表残高と含み損益（単体ベース）について 

（単位：億円） 

平成１９年３月末 平成１９年１２月末 
平成２０年３月末 

（見込み）  

残高 含み損益 残高 含み損益 残高 含み損益 

債券 4,175 △100 3,724 △78 2,215 22

株式 986 218 605 △22 662 △37

その他 4,183 6 5,144 △447 698 △60

 うち外国債券 2,913 △199 3,365 △244 ― ―

 うちＲＥＩＴ 795 202 610 △89 490 △59

 うち投資信託等 475 2 1,168 △113 207 △1

合計 9,345 124 9,474 △547 3,576 △75
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２．平成20年３月期末の有価証券評価損の総額 

 

(Ａ)平成20年３月期末の有価証券評価損の総額 22,520百万円 

(Ｂ)平成19年３月期の純資産の額   （Ａ／Ｂ×１００） 
109,289百万円 

（  20.6％） 

(Ｃ)平成19年３月期の経常利益額   （Ａ／Ｃ×１００） 
9,851百万円 

（ 228.6％） 

(Ｄ)平成19年３月期の当期純利益額  （Ａ／Ｄ×１００） 
6,033百万円 

（ 373.3％） 

（注）１．当行の決算期末は３月31日であります。 

２．当行は、期末日の時価が30％以上下落したものについて、すべて減損処理を行っ

ております。 

 
以 上 


