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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(注)21年3月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

(注)「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計-期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。   

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 14,505 ― △1,443 ― △712 ―
20年3月期第3四半期 15,318 5.1 1,815 △7.3 856 △24.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △7.49 ―
20年3月期第3四半期 9.01 7.38

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 807,686 28,021 3.4 293.47
20年3月期 815,324 32,882 4.0 345.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  27,950百万円 20年3月期  32,816百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

平成20年10月16日に公表した平成21年3月期の業績予想を見直しております。詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情
報をご覧ください。  

経常収益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,200 △4.8 △1,700 ― △300 ― △3.14

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載さ
れるもの） 

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  96,199,386株 20年3月期  96,199,386株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  960,066株 20年3月期  1,212,772株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  95,001,562株 20年3月期第3四半期  95,008,519株
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＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月16日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
４．当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第3四半期連結会計期間に
係る損益計算書については、「５．四半期連結財務諸表」の末尾に「参考」として開示しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　連結ベースの損益状況につきましては、資金運用収益や役務取引等収益の減少により、経常収益は前年同期比８億

13百万円減少いたしました。

　また、世界的な市場混乱等により保有有価証券の一部を減損処理したことなどから経常費用が前年同期比24億45百

万円増加したため、経常利益は前年同期比32億58百万円減少の14億43百万円の損失、四半期純利益は同15億68百

万円減少の7億12百万円の損失を計上いたしました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　預金は、個人預金は順調に推移いたしましたが、法人及び公金預金等が減少いたしました結果、前年同月比156億

円減少し、当四半期末残高は7,325億円となりました。

　貸出金は、資金需要の低迷等により前年同月比130億円減少し、当四半期末残高は5,900億円となりました。

　有価証券は、金融市場の混乱による時価の下落を主因として前年同月比224億円減少し、当四半期末残高は1,355

億円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　経常収益は、預かり資産販売の不振による手数料収入の減少や市場環境の悪化による有価証券利息の減少等に伴い、

前回予想を12億円下回る見通しであります。

　経常利益は、経常収益の減少に加え、世界的な市場混乱や信用収縮に伴い保有有価証券に追加の減損損失が発生

したことから、前回予想比19億円減少する見通しとなりました。

　また、当期純利益につきましては、与信関連費用が計画を下回り貸倒引当金の取崩額が特別利益に計上される見込み

であり、前回予想比8億円の減少となる見通しです。

　なお、自己資本比率は12％前後、不良債権比率も2％台の着地見通しであり、健全な経営体質を維持しております。

【連結】 （単位：百万円）

【単体】 （単位：百万円）

経常収益 経常利益 当期純利益

  前回発表予想　　（A) 20,400 200 500

  今回修正予想　　（B) 19,200 △ 1,700 △ 300

  増　　減　　額　 　（B-A) △ 1,200 △ 1,900 △ 800

  増　　減　　率 △5.8％ - -

  （ご参考）
  前 期 実 績  （平成20年３月期）

1,1422,30720,182

経常収益 経常利益 当期純利益

  前回発表予想　　（A) 20,000 200 500

  今回修正予想　　（B) 18,800 △ 1,700 △ 300

  増　　減　　額　 　（B-A) △ 1,200 △ 1,900 △ 800

  増　　減　　率 △6.0％ - -

  （ご参考）
  前 期 実 績  （平成20年３月期）

19,809 2,271 1,127

- ３ -
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

[簡便な会計処理]

①貸倒引当金の計上方法

　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てている債権

等以外の債権に対する貸倒引当金につきましては、中間連結会計期間末の予想損失率を適用して計上してお

ります。

②繰延税金資産の回収可能性の判断

　繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況について中間連結会計期間末から

大幅な変動がないと認められるため、当該中間連結会計期間末の検討において使用した将来の業績予測及び

タックス・プランニングの結果を適用しております。

[四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理]

①税金費用の処理

　当行及び連結子会社の税金費用は、当第３四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定

しております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

[四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用]

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

[会計処理基準に関する事項の変更]

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年

度から適用されることになったことに伴い、中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。

また、当該取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は53百万円、「その他負債」中のリース債

務は56百万円増加しております。また、これによる税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・

リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

- ４ -



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 36,045 32,212 

買入金銭債権 360 488 

商品有価証券 0 － 

金銭の信託 50 50 

有価証券 135,571 141,621 

貸出金 590,001 599,052 

外国為替 1,822 860 

劣後受益権 11,780 11,992 

その他資産 5,266 4,752 

有形固定資産 10,502 10,580 

無形固定資産 528 547 

繰延税金資産 14,943 11,245 

支払承諾見返 8,691 9,403 

貸倒引当金 △7,794 △7,405 

投資損失引当金 △83 △77 

資産の部合計 807,686 815,324 

負債の部   

預金 732,586 736,108 

譲渡性預金 2,200 － 

コールマネー及び売渡手形 6,697 8,071 

借用金 3,137 3,156 

外国為替 4 2 

社債 10,000 10,000 

新株予約権付社債 6,888 6,988 

その他負債 6,479 5,040 

賞与引当金 273 537 

退職給付引当金 1,734 1,767 

その他の引当金 120 511 

再評価に係る繰延税金負債 852 852 

支払承諾 8,691 9,403 

負債の部合計 779,664 782,441 

純資産の部   

資本金 9,061 9,061 

資本剰余金 6,452 6,452 

利益剰余金 22,079 23,281 

自己株式 △368 △470 

株主資本合計 37,225 38,325 

その他有価証券評価差額金 △10,102 △6,331 

繰延ヘッジ損益 △0 △5 

土地再評価差額金 827 827 

評価・換算差額等合計 △9,275 △5,509 

少数株主持分 71 66 

純資産の部合計 28,021 32,882 

負債及び純資産の部合計 807,686 815,324 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

経常収益 14,505

資金運用収益 11,945

（うち貸出金利息） 9,896

（うち有価証券利息配当金） 1,821

役務取引等収益 2,031

その他業務収益 91

その他経常収益 436

経常費用 15,948

資金調達費用 2,277

（うち預金利息） 1,701

役務取引等費用 1,077

その他業務費用 3,392

営業経費 8,208

その他経常費用 993

経常損失（△） △1,443

特別利益 229

償却債権取立益 229

特別損失 31

固定資産処分損 23

その他の特別損失 7

税金等調整前四半期純損失（△） △1,245

法人税、住民税及び事業税 △537

法人税等合計 △537

少数株主利益 4

四半期純損失（△） △712
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

（４）セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】
当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

（単位：百万円）

銀行業 カ-ド業 計 消去又は全社 連結

経常収益

（１）外部顧客に対する経常収益 14,206 299 14,505 － 14,505

（２）セグメント間の経常収益 32 3 35 △ 35 －

14,239 302 14,541 △ 35 14,505

経常費用 15,703 281 15,984 △ 35 15,948

経常利益（△は経常損失） △ 1,464 21 △ 1,442 △ 0 △ 1,443

【所在地別セグメント情報】
　全セグメントの経常収益の合計及びセグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【国際業務経常収益】
　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　該当事項はありません。

計

- ７ -
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「参考」
　（１）前四半期に係る財務諸表等
　①四半期連結損益計算書

【前第３四半期連結累計期間】

前第３四半期連結累計期間

 （自　平成19年４月１日

   至　平成19年12月31日）

経常収益 15,318

資金運用収益 12,248

（うち貸出金利息） 10,159

（うち有価証券利息配当金） 1,826

役務取引等収益 2,300

その他業務収益 123

その他経常収益 645

経常費用 13,503

資金調達費用 2,302

（うち預金利息） 1,675

役務取引等費用 1,115

その他業務費用 278

営業経費 8,194

その他経常費用 1,611

経常利益 1,815

特別利益 49

償却債権取立益 49

特別損失 515

固定資産処分損 45

その他の特別損失 469

税金等調整前四半期純利益 1,349

法人税、住民税及び事業税 585

還付法人税等 94

法人税等合計 491

少数株主利益 1

四半期純利益 856

　②セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

（単位：百万円）

銀行業 計 消去又は全社 連結

経常収益

（１）外部顧客に対する経常収益 15,005 15,318 － 15,318

（２）セグメント間の経常収益 37 42 △ 42 －

15,042 15,360 △ 42 15,318

経常費用 13,238 13,545 △ 41 13,503

経常利益 1,803 1,815 △ 0 1,815

【所在地別セグメント情報】

　全セグメントの経常収益の合計及びセグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【国際業務経常収益】

　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

（単位：百万円）

カ-ド業

313

11

4

計 318

306
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　（２）当第３四半期連結連結会計期間に係る財務諸表
　　四半期連結損益計算書

【当第３四半期連結会計期間】

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成20年10月１日

   至　平成20年12月31日）

経常収益 4,454

資金運用収益 3,853

（うち貸出金利息） 3,299

（うち有価証券利息配当金） 513

役務取引等収益 584

その他業務収益 8

その他経常収益 8

経常費用 4,537

資金調達費用 714

（うち預金利息） 536

役務取引等費用 349

その他業務費用 744

営業経費 2,639

その他経常費用 90

経常損失（△） △ 82

特別利益 3

償却債権取立益 3

特別損失 11

固定資産処分損 11

税金等調整前四半期純損失（△） △ 89

法人税、住民税及び事業税 △ 55

法人税等合計 △ 55

少数株主利益 5

四半期純損失（△） △ 40

（単位：百万円）
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（１）「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」（単体）

％ ％ ％

(注)

（２）自己資本比率（国内基準）

① 連結自己資本比率

自己資本比率 % % % %

基本的項目(Tier1)比率 % % % %

自己資本の額

基本的項目(Tier1)の額

総所要自己資本額

② 単体自己資本比率

自己資本比率 % % % %

基本的項目(Tier1)比率 % % % %

自己資本の額

基本的項目(Tier1)の額

総所要自己資本額

(注1) 平成20年12月末は「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するための基準等の特例」(平成20年12月12日公布)に基づき、自己資本比率を算出しております。　

(注2) 総所要自己資本額は、リスク・アセット等の額に４％を乗じた額です。

18,532

54,49053,960

7.28

17,904

33,742

（参考）   (単位：百万円)(単位：百万円)

平成20年12月末

　上記の平成20年12月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第４条に規
定する各債権のカテゴリーにより分類しております。また、各開示区分の金額は、平成20年12月末で自己査
定を行った結果に基づく各残高を記載しております。

　なお「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」のうち、無価値と認められる部分については部分直接償却
相当額として当該金額を減額しております。

平成19年12月末

平成19年12月末比（速報値）（実績）

2.73 2.87

合　　　　計 21,064 16,721 17,437

総与信に占める開示額の割合 3.35

要管理債権 5,227 339 1,119

4,960 7,320 7,232

危険債権 10,876 9,060 9,085

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

６．その他の情報

　当行の平成21年3月期第3四半期（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）における四半期情報につ
いて、お知らせいたします。

平成19年12月末 平成20年12月末 平成20年9月末

（参考）   (単位：百万円)     (単位：百万円)

11.64

0.72

35,842

12.17

530

2,100

8.00

0.53

△ 628

（参考）   (単位：百万円)

平成20年9月末

（実績）

10.05

6.22

44,464

27,506

17,681

(単位：百万円)

10.05

平成19年12月末 平成20年9月末

（実績） 平成19年12月末比 （実績）（速報値）

平成20年12月末

44,351

7.23 7.95 0.72 6.17

17,649

33,480 35,551 2,071 27,227

18,500 17,871 △ 629

53,865 54,506 641

11.64 12.19 0.55

　金融再生法開示債権は、平成20年12月末で167億円となり、対前年同月比43億円減少しました。
　不良債権比率は2.73％で、対前年同月比0.62ポイント改善いたしました。

　当行は国内基準対象行（4％以上）でありますが、平成20年12月末の自己資本比率は12.17％（連結）と
　なっており、基準を大きく上回っております。
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（３）時価のある有価証券の評価差額（単体）

○評価差額 （参考）

評価差額 評価差額 評価差額

株式

債券

その他

（注）１．20年12月末の｢その他有価証券｣中の｢債券｣のうち、変動利付国債については、｢金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い｣

　　　　（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年10月28日）に基づき、合理的に算定された価額を時価としております。

　　　２．満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式に係る含み損益は以下のとおりであります。

（参考）

（４）デリバティブ取引（単体）

　①金利関連取引 （単位：百万円） （参考） （単位：百万円）

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

②通貨関連取引 （単位：百万円） （参考） （単位：百万円）

（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

　　　２．従来、引き直し対象の先物為替予約、通貨オプション等は、上記に含めて記載しております。

③株式関連取引 該当ありません。

④債券関連取引 該当ありません。

⑤商品関連取引 該当ありません。

⑥その他 該当ありません。

△ 4

－ － － －－ － －

1,617

16,278 11 11

△ 4

13

為替予約 387 3 3 463 8 8

14 17,273

－ －

店　頭

通貨スワップ 18,113 14

通貨オプション － －

13

評価損益

取引所 通貨先物 － － － － － － －

平成20年12月末 平成20年９月末

契約額等 時　価 評価損益 契約額等 時　価 評価損益 契約額等 時　価
区　分 種　類

平成19年12月末

店　頭

金利スワップ

△ 9 

－

区　分

取引所

平成20年９月末

－ － － －－ － － －
子会社・関連
会社株式 － － －

10,500 △ 1,789 － 1,789

うち損

満期保有
目的の債券

10,500 △ 466 － 466 10,500 △ 1,955 － 1,955

うち損 うち益 うち損 うち益

平成19年12月末 平成20年12月末 平成20年９月末

帳簿
価額

含み
損益

帳簿
価額

含み
損益

帳簿
価額

含み
損益うち益

△ 9,123 5 9,128

  （単位：百万円）   （単位：百万円）

2,498

47,530 △ 2,458 123 2,582 38,213 △ 12,469 449 12,918 40,584

1,777 60,610 △ 2,490 7

△ 2,208 17 2,226

79,310 △ 1,236 42 1,279 67,231 △ 1,478 298

13,853

5,710 △ 912 383 1,296 6,660 △ 3,206 3 3,209 5,546

17,904 106,741 △ 13,822 31

うち益 うち損

その他
有価証券

132,551 △ 4,608 549 5,158 112,105 △ 17,153 751

時価 時価 時価
うち益 うち損 うち益 うち損

 （単位：百万円）

平成19年12月末 平成20年12月末 平成20年９月末

  （単位：百万円）

種　類

その他

△ 9 △ 9

－ － －

1,540 23

合　計

－

平成19年12月末

契約額等 時　価 評価損益

－ － －

平成20年12月末

契約額等 時　価 評価損益

－

7,001 23

－ －

－

－

23

－

契約額等 時　価 評価損益

－ － －

24

7,201 24 24

－ － －

　時価のある「その他有価証券」の評価差額は、市場環境の悪化に伴い△171億円となりました。

　ヘッジ会計を適用していないデリバティブ取引は時価法によっております。
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（５）預金、貸出金等の残高（単体）

①預金

　（参考）

②個人預かり資産

　（参考）

③貸出金

　（参考）

消費者ローン比率 ％ ％ ％ ％ ％

以　　　　上

△ 0.6032.57 32.39 △ 0.18 32.99

17,677 △ 522

住宅ローン 177,904

その他ローン 18,669 17,155 △ 1,514

174,039 △ 3,865

585,631 4,538

193,218 △ 2,024

175,541 △ 1,502

うち消費者ローン 196,574 191,194 △ 5,380

　貸　出　金 603,455 590,169 △ 13,286

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成19年12月末 平成20年12月末 増　減 平成20年9月末 増　減

40,829 1,105

　公共債（国債等） 26,452

　年金保険 34,823 41,934 7,111

28,388 1,936

538,246 8,455

45,450 △ 9,678

28,008 380

　投資信託 55,273 35,772 △ 19,501

　個人預金 538,877 546,701 7,824

652,533 262

平成19年12月末 平成20年12月末 増　減 平成20年9月末 増　減

　個人預かり資産 655,425 652,795 △ 2,630

8,882 △ 3,445

（単位：百万円） （単位：百万円）

　金融預金 5,982 5,437 △ 545

41,636 6,501

　法人預金 153,596

　公金預金 49,854 48,137 △ 1,717

132,361 △ 21,235

717,309 15,328

538,246 8,455

128,545 3,816

　個人預金 538,877 546,701 7,824

　預　金 748,310 732,637 △ 15,673

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成19年12月末 平成20年12月末 平成20年9月末 増　減

　預金残高は、個人預金は順調に推移しましたが、法人預金等の減少により前年同月比156億円減少し、7,326億円と
　なりました。なお、20年9月末比では153億円増加しております。

　個人預かり資産残高は、個人預金や年金保険は順調に増加しましたが、株式相場の悪化に伴い投資信託の時価が
　下落したため、前年同月比26億円減少し、6,527億円となりました。なお、20年9月末比では2億円増加しております。

　貸出金残高は、資金需要の低迷等により前年同月比132億円減少し、5,901億円となりました。なお、20年9月末比
　では45億円増加しております。

- １２ -
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