
 
         平成 20 年 10 月 28 日 

各 位 
                      会社名      株式会社 八 千代銀行 

                   代表者名     取締役頭取  片倉 洋 
(コード番号：8409 東証第一部) 

問合せ先 取締役経営企画部長 田原 宏和 
(℡．03-3352-2295) 

 
平成 21 年 3 月期第 2四半期累計期間及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 平成 20 年 8 月 13 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期第 2四半期累計期間（平成 20 年 4 月 1日～

平成 20 年 9 月 30 日）及び通期（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）の業績予想について、下

記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 業績予想の修正 

 （1）平成 21 年 3 月期第 2四半期累計期間（平成 20 年 4 月 1日～平成 20 年 9 月 30 日） 

【単体】                                （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 中間純利益 

前回（8/13）発表予想（A） 23,800 △4,600 △3,100

今回修正予想（B） 24,000 △14,600 △9,600

増減額（B）―（A） 200 △10,000 △6,500

増減率（％） 0.8％ △217.3％ △209.6％

（ご参考）平成 19 年 9月期 25,328 4,289 3,798

 

 

 【連結】                                （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 中間純利益 

前回（8/13）発表予想（A） 24,100 △4,400 △2,900

今回修正予想（B） 24,400 △14,100 △9,500

増減額（B）―（A） 300 △9,700 △6,600

増減率（％） 1.2％ △220.4％ △227.5％

（ご参考）平成 19 年 9月期 25,788 4,773 4,137

 

 

（2）平成 21 年 3 月期通期（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

【単体】                                （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回（8/13）発表予想（A） 49,700 1,900 1,500

今回修正予想（B） 49,800 △12,700 △7,300

増減額（B）―（A） 100 △14,600 △8,800

増減率（％） 0.2％ △768.4％ △586.6％

（ご参考）平成 20 年 3月期 50,082 7,115 7,760
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 【連結】                                （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回（8/13）発表予想（A） 50,500 2,300 1,800

今回修正予想（B） 50,500 △12,300 △7,100

増減額（B）―（A） 0 △14,600 △8,900

増減率（％） 0.0％ △634.7％ △494.4％

（ご参考）平成 20 年 3月期 51,068 7,898 8,094

 

2． 業績予想の修正理由 

（1）単体 

   第 2 四半期累計期間においては、昨年の改正建築基準法や米国のサブプライムローン問題等の

影響により、不動産市況の悪化が顕在化し、不動産業、特に取引業者を中心とした大口貸出先の

経営悪化や破綻が相次ぎました。このため、前回（8月 13 日）発表の第 2四半期累計期間業績予

想において、債務者区分の引下げや正常・要注意先に対する引当率の見直しを前倒しで実施する

ことにより、与信費用を 95 億円と大幅に増加させました。しかしながら、その後の第 2 四半期

（7～9月）においても取引先の経営悪化や破綻が続いたため、追加的に、業況の見通しに懸念の

ある大口貸出先に対し DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）法を適用する等、再度、貸

倒引当金の積み増し等を実施した結果、第 2 四半期累計期間の与信費用は 95 億円から 177 億円

になりました。また、市況の低迷により、保有有価証券について 14 億円の減損処理を実施した

ことも重なり、経常利益は前回予想の△46 億円から△146 億円へ、中間純利益も△31 億円から△

96 億円の損失見通しとなりました。 

    第 3 四半期以降も景気低迷により、幅広い業種での業績悪化が予想されますが、一方で、第 2

四半期累計期間の与信費用に対し高い割合を占めた大口の不動産取引業に対する貸出残高は減

少しており、今後は大口先による与信費用の発生は軽減されるものと考えております。また、既

に償却や引当てを実施した中から不動産の売却等により回収が充分に見込めるものもあります。 

第 2四半期累計期間における与信費用の増大は、いわゆる新興不動産の予期せぬ民事再生等か

ら発生したものが多くを占め、都心部の一部店舗において集中的に発生したものであり、その他

の店舗における与信費用は低位安定しております。また、要管理先以下の貸倒実績も低位に推移

していることから、下半期においては当該引当金の取り崩し等が見込まれ、与信費用は、下半期

中新規に 67 億円の発生を想定するものの 22 億円の減少が図れるためネット 45 億円になると見

込んでおります。 

通期の与信費用 222 億円（上半期 177 億円+下半期 45 億円）は、前回予想の 100 億円に対して

大幅な増加となり、その結果、通期の経常利益は前回予想の 19 億円から△127 億円、当期純利益

は 15 億円から△73 億円に修正いたしました。 

なお、平成 20 年 9 月末における当行の自己資本比率は 10％台、TierⅠ比率も 9％台を維持で

きる状況にあります。 

     

 （ご参考） 単体業績予想                         （単位：百万円） 

平成 20 年 9 月期 平成 21 年 3 月期  

 今回予想 前回予想 増減 今回予想 前回予想 増減 

経常収益 24,000 23,800 200 49,800 49,700 100

与信費用 17,700 9,500 8,200 22,200 10,000 12,200

一般貸倒引当金繰入 7,100 6,400 700 5,900 6,000 △100

個別貸倒引当金繰入 4,100 2,100 2,000 6,100 2,000 4,100

 

 

貸出金償却等 6,400 1,000 5,400 10,100 2,000 8,100

経常利益 △14,600 △4,600 △10,000 △12,700 1,900 △14,600

当期純利益 △9,600 △3,100 △6,500 △7,300 1,500 △8,800
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 （ご参考） 有価証券減損処理額 （単位：百万円） 

投資信託等 1,052

（リーマン債 500 を含む）

株式 380

合  計 1,433

   

※当行は、保有有価証券について、原則として時価が簿価の 30％以上下落した場合は減損処理を実施し

ております。 

 

（2）連結 

    単体業績予想の修正によるものであります。 

 
３．不動産業向け貸出の現状 

  当行は不動産業向け貸出について、戸建てやマンション分譲等を主業とする不動産取引業向けと、

地元資産家等がアパート・マンションを建築する不動産賃貸業向けとを合算して公表してまいりまし

た。不動産取引業向け貸出の多くは、分譲売買等を目的とした土地の購入及び建築に係る資金であり、

返済は短期中心、返済源は当該物件の売却代金等となっております。また、賃貸業向け貸出は長期中

心、返済源は家賃収入等となっております。 

この合算での平成 20 年 9 月末における構成比は、下表の通り 31.3％とやや高い比率となっており

ますが、前年同期比では 2.2 ポイント低下しており、また、不動産取引業向け貸出が賃貸業向け貸出

を下回っております。 

両事業者は上記のようにそれぞれが異なった事業内容であり、また、上半期のデフォルト率は、賃

貸業が全業種平均を下回っている状況にあり、当行の不動産業向け貸出はリスク分散が図られており

ます。 

  今回の与信コスト増大の最大の要因は、都心部の一部店舗において取引が発生した上場会社をはじ

めとする不動産取引業者等の相次ぐ破綻に起因するもので、これら大口取引先・残高は大きく減少し

ており、下半期における破綻等による影響は限定的であると考えております。 

また、当行では、ノンリコースローンやファンド、リート向けの貸出はありません。 

 

  不動産業向け貸出の残高及び構成比                       （百万円） 

平成 19 年 9 月 平成 20 年 3 月 平成 20 年 9 月 増減（20/9-19/9）  

残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 

不動産取引業 240,683 17.7％ 239,247 17.5％ 210,142 15.5％ △30,541 △2.2％

不動産賃貸業等 215,020 15.8％ 215,009 15.7％ 214,945 15.8％ △75 0.0％

 ※不動産取引業 ：不動産取引業の免許を保有し、不動産の売買取引を主業としている先をいいます。  

 ※不動産賃貸業等：資産家等がアパート等を建築し、賃貸を主業としている先をいいます。 

 

４．貸倒引当金の積み増し等について 

  当行では、貸倒引当率を毎年 3月に見直しておりますが、この第 2四半期累計期間においては、不

動産取引業を中心とした大口取引先の経営悪化や破綻が相次いだことから、こうした状況を適時に財

務に反映させるため、平成 20 年 9 月期に前倒しで見直しを実施いたしました。この引当率の見直し

等により将来に備え 38 億円の一般貸倒引当金を積み増しております。 

  また、不動産市況の低迷が続いているため、不動産取引業については、より厳格な自己査定及び適

切な償却・引当を実施しております。 
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５．今後の対応について 

 （1）不動産業向け貸出に対する管理強化（平成 20 年 11 月 1 日にて組織改編） 

当行は、不動産業向け貸出に対する審査及びリスク管理機能の強化と情報の集約化を図るため、

下記の通り専門部署を設置することといたしました。 

 

     ○不動産ソリューションプロジェクトチーム 

     上半期に破綻した中堅不動産業向け貸出の回収を主な業務といたします。また、業務提携を

行っている住友信託銀行グループのすみしん不動産との連携による早期回収も進めてまいり

ます。 

     

○審査部 不動産審査管理課 

不動産業に対する審査及びリスク管理の強化を主な業務といたします。 

 

     ○本店営業部 不動産営業管理室  

本店営業部を中心に、都心店舗に取引が集中している中堅不動産業等に対する取組方針の統

一化や情報の集約化を進めること等により、営業及び管理を強化することを主な業務といたし

ます。 

    

     以上により、与信コストの削減に努めると共に業種集中リスクの管理強化を図り、貸出金ポー

トフォリオの適正化を進めてまいります。 

 

 （2）本部のスリム化と営業戦力化 

     本部行員を削減し、その人員を営業店等における住宅ローンの推進や事業性融資の推進、融資 

先の管理要員として配置し、営業戦力の強化を図ってまいります。 

    当面の対応として、11 月 1 日付にて、15 名程度の本部行員を営業店等に異動させ、さらに、

来年度には、今回を含め 20％程度の本部行員の異動を予定しております。また平成 21 年 4 月期

を目途に、生産性の高い本部組織の構築を図るため、組織の改編を実施する予定であります。 

 
６．株主還元について 

  配当については、当行は、安定配当を基本方針としていることや、今年度の赤字は特殊な状況下で

発生していること、また配当原資は平成 21 年 3 月期で 200 億円程度を見込めることから、当初予定

通り前年度比 1,000 円増配の年間 7,000 円（中間配当 3,500 円、期末配当 3,500 円）とさせていただ

く予定であります。 

  また、現在実施しております自己株式の取得（3,000 株または 10 億円を上限）につきましては、計

画通りに推移しております。 

 
以上 

 
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 経営企画部ＩＲ課 TEL 03-3352-2295 

 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手している情報の前提に基づいており、

実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

 


