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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） 

 

(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 145,661 ― △112,508 ― △69,601 ―
20年3月期第3四半期 169,766 12.7 39,169 △12.0 22,735 △6.6

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 △174,484.64 ―
20年3月期第3四半期 56,989.65 ―

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 7,068,877 200,989 2.8 502,333.23
20年3月期 7,447,121 301,078 4.0 752,950.18

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  200,372百万円 20年3月期  300,360百万円

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  

（注）平成21年3月期の期末及び年間配当予想額は未定であります。  

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 ― 10,000.00 ― 6,000.00 16,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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  無  

（注）業績予想につきましては、４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 もご参照願います。 
（注）平成21年3月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益は、平成21年1月4日付で実施した株式分割勘案後の金額を記載しております。  

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 187,000 △14.7 △38,000 ― △27,500 ― △68.94

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）  有  

（注）詳細は５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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５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５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） 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社札幌銀行 ）

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  399,406株 20年3月期  399,406株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  522株 20年3月期  494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  398,895株 20年3月期第3四半期  398,940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．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。 
２．株式の分割について 
 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行されたこと
による株券の電子化に伴い、同制度の対象外とされている端株の整理を行うことを目的に、平成21年1月4日に普通株式1株を1,000株に分割しております。 
３．配当予想について 
 期末及び年間配当につきましては、金融経済環境等の動向、それらが当社の財務基盤等に与える影響、平成21年3月期決算の状況等を見定めて、平成21
年3月期第3四半期決算短信発表時に開示する予定でありました。しかしながら、当社を取り巻く環境は、更に不安定さを増していることに加え、現在検討中の
資本増強策の影響も見定める必要があることなどから、もう少し検討に時間を要する状況にあります。出来るだけ早期に検討を進め、遅くとも平成21年3月末ま
でには方針を固め、開示する見込みです。 
４．業績予想について 
 将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するもので、経営環境に関する前提条件の変化等、様々な要因により予想対比大きく変化する
可能性があります。  
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㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 
【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 
 
当第３四半期連結会計期間のわが国経済を顧みますと、米国金融市場の混乱を契機とした世界的な景気後

退や、円高による輸出企業の収益減少などから悪化しました。 

北海道経済をみますと、設備投資は、一部に抑制の動きはあるものの大手製造業の能力増強投資が下支え

し総じて底堅く推移しました。しかしながら、公共投資は引続き減少、住宅投資や来道客数は前年を下回り、

個人消費は所得環境の厳しさや消費マインドの冷え込みから総じて弱く、雇用面では有効求人倍率も低下が

続き、厳しさを増しました。 

当グループは、このような厳しい地域経済状況を踏まえ、地域金融機関として、地域へのより円滑な資金

供給やお客さまの経営改善・再生支援等、地域経済の活性化に向けて積極的に取り組んでおります。その結

果、貸出金利息収入は前年比増収で、信用コスト（貸倒償却引当費用）につきましても、ほぼ下期の計画通

りに推移するなど、銀行の基幹業務である貸出業務は順調に推移しております。 

一方で、米国金融危機を発端とした昨年秋以降の世界的な金融証券市場の混乱、それに伴う急激な相場下

落の影響等で、有価証券利息配当金が減少、加えて当第３四半期連結会計期間において 653 億円の保有有価

証券に対する減損を計上したことなどから、四半期純利益は 696 億円の損失を計上することになりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末のグループ合算の自己資本比率は、劣後ローンによる増強効果等によ

り 9.9％程度となる見通しであり、財務の健全性に全く問題はありません。 

当第３四半期連結経営成績につきましては、経常収益は、貸出金の増加により貸出金利息は増加したもの

の有価証券利息配当金の減少により資金運用収益が減少、加えて国債等債券関係益の減少によりその他業務

収益が減少したことなどから前年同期比 241 億円減少し 1,456 億円となりました。 

一方、経常費用は、国債等債券償却の増加によりその他業務費用が増加、加えて貸倒償却引当費用の増加

によりその他経常費用が増加したことから前年同期比 1,275 億円増加し 2,581 億円となりました。これらの

結果、当第３四半期は、経常利益は、前年同期比 1,516 億円減少し 1,125 億円の損失、四半期純利益が前年

同期比 923 億円減少し 696 億円の損失となりました。 

また、事業の種類別セグメントでは、銀行業は経常利益 1,120 億円の損失、リース業は経常利益２億円と

なりました。 

 

【連結】                      (単位：億円) 

当第３四半期連結累計期間  

(4 月～12 月) 前年同期比 

経常収益 1,456 △241

資金運用収益 908 △108

うち貸出金利息 736 23 

うち有価証券利息配当金 164 △132

役務取引等収益 211 △14

その他業務収益 216 △43

 

その他経常収益 120 △74

経常費用 2,581 1,275

資金調達費用 145 16

うち預金 NCD 利息 124 13

役務取引等費用 64 0

その他業務費用 1,176 788

営業経費 606 29

 

その他経常費用 588 439

経常利益(△は損失) △1,125 △1,516

四半期純利益(△は純損失) △696 △923

リスク削減に向けた有価証券処理の

影響 

うち当第３四半期会計期間における

有価証券減損計上額は 653 億円 

うち当第３四半期会計期間における

貸倒償却引当費用は72億円(下期計画

の 51%)であり、ほぼ計画通り推移 
 
【自己資本比率見込み】 

 札幌北洋グループ(連結) 北洋銀行 

当第３四半期連結会計期間末 9.9%程度 9.7%程度 
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㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 
当第３四半期の財政状態につきましては、貸出金は、事業者向け、個人向け、地方公共団体向け、いずれ

の主体別においても増加し、４兆 8,745 億円と第３四半期連結累計期間において 914 億円増加しました。有

価証券は、リスク削減に向けた積極処理を進めており、１兆 5,575 億円と同 4,238 億円減少しました。預金

及び譲渡性預金は、個人預金は順調に増加しているものの地方公共団体預金等が減少したため６兆 5,494 億

円と同 46 億円減少しました。 

結果として、当第３四半期連結会計期間末の資産の部は 7 兆 688 億円と第３四半期連結累計期間において

3,782 億円減少、負債の部は６兆 8,678 億円と同 2,781 億円の減少、純資産の部は、その他有価証券評価差

額金の減少、四半期純損失に伴う利益剰余金の減少などにより 2,009 億円と同 1,000 億円減少しました。 

 銀行部門の金融再生法開示債権残高は、1,810 億円と当第２四半期連結会計期間末比 39 億円の減少、部

分直接償却後の開示債権比率では 2.92％と同 0.3 ポイント低下しております。 

                                                                    (単位:億円) 

 当第３四半期連結 

会計期間末 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

前連結会計年度末比 

(平成20年３月31日対比) 

資産の部 70,688 △3,782 

うち貸出金 48,745 914  

うち有価証券 15,575 △4,238 

負債の部 68,678 △2,781 

 うち預金及び譲渡性預金 65,494 △46 

純資産の部 2,009 △1,000 

うち利益剰余金 1,260 △719  

うちその他有価証券評価差額金 △759 △284 

 (単位:億円・%) 

 当第３四半期連結 

会計期間末 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

当第２四半期連結 

会計期間末比 

(平成20年９月30日対比) 

金融再生法に基づく開示債権 1,810 △39 

 部分直接償却後 1,459 △124 

正常債権 48,426 923 

総与信額 50,236 884 

 部分直接償却後 49,886 799 

部分直接償却後開示債権比率 2.92 △0.30 

※部分直接償却は未実施ですが、部分直接償却を実施した場合の計数を記載しております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 
平成 20 年 11 月 14 日に公表しました平成 21 年３月期通期の業績予想につきましては、金融経済環境の変

動が激しく期末の状況を見定めることが困難なこと、加えて、更なる有価証券市場の相場下落リスクへの対

応として、より保守的な減損処理等も検討しており、また、劣後ローンでの自力資本増強による財務基盤の

強化も図っていることから、これらの影響を慎重に検討したうえで、お知らせすべき事実が判明しましたら

速やかに公表いたします。  

なお、金融経済環境の更なる悪化に備えた先を読む経営の一環として、予防的な資本増強を図ることで、

財務基盤をより一層強固なものにし、地域企業の皆様への安定かつ円滑な資金供給やお客さまの経営改善・

再生支援を一層強化するなど、地域やお客様の発展に全力で取り組むことを目的に、先般発表しました通り

改正金融機能強化法に基づく国の資本参加の検討にも着手しております。 
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㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 
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） 
 
株式会社札幌銀行は株式会社北洋銀行を存続会社とする吸収合併により解散しておりますので、当第３

四半期連結会計期間より連結子会社から除外しております。 
 

(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 
 

１．簡便な会計処理 

① 減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ
り算定しております。 

② 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。 

③ 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、中間連結会計期間末以降に経営環境又は一時差異
の発生状況について著しい変動があると認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変動による影響を加味したものを使
用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の処理 

一部の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」に含めて一括掲記しております。 

 
(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 

 
１．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。 

２．リース取引に関する会計基準 

（借手側） 

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、第１四半期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。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表等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係る方法に準じて会計処理を行っております。 

（貸手側） 

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、第１四半期連結会計期間から同
会計基準及び適用指針を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース投資資
産として計上しております。 

また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上
原価を計上する方法によっております。 

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、期首に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除
後の額で契約したものとして、リース投資資産に計上しております。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表等に与える影響は軽微であります。 
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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 300,214 169,225

コールローン及び買入手形 9,649 182,564

買入金銭債権 13,947 19,289

商品有価証券 6,767 8,022

金銭の信託 17,148 53,504

有価証券 1,557,541 1,981,391

貸出金 4,874,595 4,783,157

外国為替 1,882 1,792

リース債権及びリース投資資産 41,439 －

その他資産 77,238 62,509

有形固定資産 87,642 119,580

無形固定資産 15,729 14,040

繰延税金資産 94,567 63,915

支払承諾見返 65,449 62,014

貸倒引当金 △94,935 △73,886

資産の部合計 7,068,877 7,447,121

負債の部   

預金 6,380,920 6,404,793

譲渡性預金 168,495 149,225

債券貸借取引受入担保金 24,837 105,538

借用金 138,223 201,271

外国為替 28 108

その他負債 71,175 203,367

賞与引当金 626 2,305

役員賞与引当金 － 69

退職給付引当金 10,127 9,429

役員退職慰労引当金 410 499

睡眠預金払戻損失引当金 1,095 1,130

ポイント引当金 150 －

繰延税金負債 256 189

再評価に係る繰延税金負債 6,092 6,101

支払承諾 65,449 62,014

負債の部合計 6,867,887 7,146,043

純資産の部   

資本金 73,279 73,279

資本剰余金 69,866 69,877

利益剰余金 126,038 198,020

自己株式 △439 △432

株主資本合計 268,745 340,745

その他有価証券評価差額金 △75,928 △47,501

繰延ヘッジ損益 △646 △1,098

土地再評価差額金 8,202 8,215

評価・換算差額等合計 △68,373 △40,384

少数株主持分 617 717

純資産の部合計 200,989 301,078

負債及び純資産の部合計 7,068,877 7,447,121

－ 6 －



(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 145,661

資金運用収益 90,820

（うち貸出金利息） 73,623

（うち有価証券利息配当金） 16,427

役務取引等収益 21,157

その他業務収益 21,656

その他経常収益 12,026

経常費用 258,170

資金調達費用 14,501

（うち預金利息） 11,708

役務取引等費用 6,416

その他業務費用 117,657

営業経費 60,698

その他経常費用 58,896

経常損失（△） △112,508

特別利益 9

固定資産処分益 0

償却債権取立益 9

特別損失 1,155

固定資産処分損 1,120

減損損失 34

税金等調整前四半期純損失（△） △113,654

法人税、住民税及び事業税 △43,924

法人税等調整額 －

法人税等合計 △43,924

少数株主損失（△） △129

四半期純損失（△） △69,601
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㈱札幌北洋ホールディングス（8328）平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 
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 
   
  該当事項なし 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 
  該当事項なし 

 

 

【参 考】 
 
 前年同四半期連結損益計算書                  （単位：百万円） 

  
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 169,766

 資金運用収益 101,716

 （うち貸出金利息） 71,287

 （うち有価証券利息配当金） 29,655

 役務取引等収益 22,580

 その他業務収益 25,967

 その他経常収益 19,501

経常費用 130,597

 資金調達費用 12,855

 （うち預金利息） 10,524

 役務取引等費用 6,325

 その他業務費用 38,768

 営業経費 57,713

 その他経常費用  14,934

経常利益 39,169

特別利益 142

特別損失 1,041

税金等調整前四半期純利益 38,269

法人税、住民税及び事業税 15,737

法人税等調整額 ―

少数株主損失（△） △202

四半期純利益 22,735
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