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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 60,341 ― 4,268 ― 2,277 ―
20年3月期第3四半期 66,199 16.2 12,090 △0.5 7,283 3.1

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 11.11 ―
20年3月期第3四半期 35.36 ―

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 3,082,266 154,991 4.9 743.35
20年3月期 3,024,497 174,313 5.7 838.43

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  152,231百万円 20年3月期  171,740百万円

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 ― 3.00 ― 3.50 6.50
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 6.50

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   

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 77,800 △10.3 4,300 △66.5 2,100 △71.6 10.25

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、３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、３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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
 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。 
 本資料の業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な
要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

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  205,054,873株 20年3月期  210,054,873株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  265,730株 20年3月期  5,221,434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  204,814,398株 20年3月期第3四半期  205,927,581株
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（参考） 

 平成21年３月期の個別業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 無  

  

          (％表示は対前期増減率)

  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  62,100 △11.9 3,400 △73.5 1,700  △77.5  8 30
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 第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な景気後退と急激な円高の影響により、景況感の急速な

悪化がみられました。 

 このような経済状況下、当行の連結ベースでの経営成績は以下のとおりになりました。 

 グループ全体の経常収益は、貸出金の増加に伴い貸出金利息収入が増加しましたが、有価証券利息配当金収入の減

少、投資信託等投資商品販売手数料の減少、株式等売却益の減少により、前年同期に比べ58億57百万円の減少で603

億41百万円となりました。 

 経常利益は、営業経費の増加や保有有価証券の一部を減損処理したことなどにより、前年同期に比べ78億22百万円

減少し42億68百万円となり、この結果、四半期純利益は、前年同期に比べ50億５百万円減少し22億77百万円となりま

した。 

  

  

 預金の当第３四半期連結会計期間末残高につきましては、前連結会計年度末に比べ848億24百万円増加し、２兆

7,589億86百万円となりました。預金の増加のうち個人預金につきましては、528億27百万円の増加となりました。 

 貸出金の当第３四半期連結会計期間末残高につきましては、前連結会計年度末に比べ事業性融資及び個人融資とも

堅調に伸び、920億30百万円増加し、２兆705億23百万円となりました。  

  

  

  通期の業績につきましては、平成20年11月14日に公表した業績予想から変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

〔簡便な会計処理〕 

〔特有の会計処理〕  

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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．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関しては、中間連結会計期間

末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるので、当該中間連結会計期間末において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によって

おります。 

 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

等」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 

１．四半期財務諸表に関する会計基準 

 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。 
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２．リース取引に関する会計基準 

① 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。 

 借手側において、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。また、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・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によって

おります。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 貸手側において、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・リース取引については、前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除

後）をリース投資資産の期首の価額として計上しており、残存期間においては、利息相当額の総額をリース期間

中の各期に定額で配分しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ24百万円

増加しております。 

② また、リース債権の流動化に関しては、金融取引から売却処理へ変更しております。 

      この結果、従来の方法によった場合に比べて、経常利益は72百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は   

    １億３百万円増加しております。    

    ③ ①、②の結果、従来の方法に比べ、「リース債権及びリース投資資産」が289億53百万円計上され、「有形固

    定資産」が284億95百万円、「その他資産」が４億36百万円、「その他負債」が64百万円それぞれ減少しており

    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 104,745 97,875

コールローン及び買入手形 16,171 22,111

買入金銭債権 2,773 7,378

商品有価証券 33 75

金銭の信託 1,899 1,801

有価証券 777,585 813,413

貸出金 2,070,523 1,978,492

外国為替 4,792 6,209

リース債権及びリース投資資産 28,953 －

その他資産 32,890 34,215

有形固定資産 35,573 62,682

無形固定資産 82 84

繰延税金資産 9,545 1,425

支払承諾見返 19,149 20,533

貸倒引当金 △22,454 △21,802

資産の部合計 3,082,266 3,024,497

負債の部   

預金 2,758,986 2,674,161

譲渡性預金 45,890 66,140

コールマネー及び売渡手形 19,151 10,000

借用金 46,663 26,170

外国為替 18 15

その他負債 21,946 32,156

賞与引当金 306 1,175

役員賞与引当金 61 82

退職給付引当金 6,830 6,634

役員退職慰労引当金 649 622

睡眠預金払戻損失引当金 440 616

偶発損失引当金 1,792 715

利息返還損失引当金 310 344

繰延税金負債 － 5,624

再評価に係る繰延税金負債 4,662 4,662

負ののれん 414 528

支払承諾 19,149 20,533

負債の部合計 2,927,274 2,850,184

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,644 18,646

利益剰余金 100,813 103,871

自己株式 △199 △4,179

株主資本合計 144,349 143,429

その他有価証券評価差額金 4,400 24,835

繰延ヘッジ損益 △33 △40

土地再評価差額金 3,515 3,515

評価・換算差額等合計 7,882 28,310

少数株主持分 2,760 2,572

純資産の部合計 154,991 174,313

負債及び純資産の部合計 3,082,266 3,024,497
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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 60,341

資金運用収益 38,099

（うち貸出金利息） 28,501

（うち有価証券利息配当金） 8,576

役務取引等収益 5,740

その他業務収益 15,207

その他経常収益 1,294

経常費用 56,072

資金調達費用 7,153

（うち預金利息） 6,205

役務取引等費用 1,799

その他業務費用 16,102

営業経費 26,403

その他経常費用 4,612

経常利益 4,268

特別利益 177

償却債権取立益 1

リース会計基準の適用に伴う影響額 175

特別損失 39

固定資産処分損 33

減損損失 5

税金等調整前四半期純利益 4,406

法人税等 1,932

少数株主利益 196

四半期純利益 2,277
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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） 

  

（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

   ２．各事業の主な内容は次のとおりであります。  

    (1) 銀行業務・・・・・・銀行業 

    (2) リース業務・・・・・リース業 

    (3) カード業務・・・・・クレジットカード業 

    (4) その他・・・・・・・事務委託サービス業務等 

  

  

全セグメントの所在地が本邦以外の国又は地域にないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

  

  

 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） 

  

  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。 

           

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

   銀行業務  リース業務   カード業務  その他  計  消去又は全社  連結 

   （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) 

 経常収益              

(1)外部顧客に対する経常収益 48,520 10,379 1,440 0  60,341 － 60,341

(2)セグメント間の内部経常収益 167 291 139 317  915  (915) － 

 計 48,688 10,671 1,579 317  61,257  (915) 60,341

 経常利益 3,417 328 473 54  4,274  (5) 4,268

〔所在地別セグメント情報〕 

〔国際業務経常収益〕 

（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。 
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

                                   (単位：百万円）  

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２．法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額は、税金費用として表示しております。  

  

  

科目 
  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

  
 金額 
  

経常収益  66,199

 資金運用収益  39,861

(うち貸出金利息)   (28,082)

(うち有価証券利息配当金)  (10,207)

 役務取引等収益  6,171

 その他業務収益  11,901

 その他経常収益  8,264

経常費用  54,108

 資金調達費用  7,456

(うち預金利息)   (5,869)

 役務取引等費用  1,807

 その他業務費用  11,834

 営業経費  24,450

 その他経常費用  8,559

経常利益  12,090

特別利益  3

特別損失  40

税金等調整前四半期純利益  12,053

税金費用  5,013

少数株主損失 △243

四半期純利益  7,283
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（注）１．業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、「その他」はクレジットカード

     業、業務委託サービス業務等であります。  

   ２．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

     

全セグメントの所在地が本邦以外の国又は地域にないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
銀行業務 
（百万円） 

リース業務
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ経常収益            

 (1)外部顧客に対する経常収益  54,061  10,612  1,525  66,199 -  66,199

 (2)セグメント間の内部経常収益  170  307  583  1,060  (1,060) - 

計  54,231  10,919  2,108  67,259  (1,060)  66,199

  経常費用  41,890  10,574  2,695  55,159  (1,051)  54,108

  経常利益  12,341  344  △586  12,100  (9)  12,090

〔所在地別セグメント情報〕 

〔国際業務経常収益〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

     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。 
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６．平成21年３月期 第３四半期決算の概要について 

(1）損益の状況（単体） 

  

  

(2）金融再生法ベースのカテゴリーによる開示(単体） 

  

  

  

  
○当第３四半期の経常収益は、485億円（通期予想比78.2％）となっております。 

○経常利益は34億円、四半期純利益は18億円となっております。 

○貸倒償却引当費用は16億円の繰入となりました。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

    
当四半期 

（平成21年３月期 
第３四半期） 

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期） 

増減   
通期予想 

(平成21年３月期) 

  業務粗利益  31,662  34,400  △2,737     

  うち資金利益  30,989  32,419  △1,430     

  うち役務取引等利益  3,646  4,076  △430     

  うちその他業務利益  △2,972  △2,095  △877     

  経費  24,927  23,131  1,795     

  業務純益  7,401  9,669  △2,267     

  経常収益  48,575  54,118  △5,543    62,100

  経常利益  3,448  12,229  △8,780    3,400

  特別損益  △37  56  △93     

  四半期（当期）純利益  1,864  7,515  △5,651    1,700

              

  
貸倒償却引当費用 

（△取崩） 
 1,636  6,022  △4,385     

  
○金融再生法ベース開示不良債権額は、平成19年12月末比208億円減少して633億円となり、対象債権合計比は、

3.00％となりました。なお、平成20年３月末比では、140億円減少しております。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  平成20年12月末 平成19年12月末 増減   
（参考）

平成20年３月末 

破産更生債権及びこれらに

準ずる債権 
 14,371  12,438  1,932    11,722

危険債権  38,455  50,903  △12,447    46,673

要管理債権  10,539  20,854  △10,315    19,008

合計  63,366  84,196  △20,830    77,404

            

対象債権合計  2,113,142  2,062,046  51,095    2,024,524

対象債権合計比（％）  3.00  4.08  △1.08    3.82
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(3）自己資本比率（国内基準） 

  

【単体】 

  

【連結】 

（注）銀行法第14条の２の規定に基づき、単体及び連結自己資本比率については、小数点第２位未満を切り捨てて表

示しております。また、平成21年３月末予想値は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い変動することがありま

す。 

  

(4）時価のある有価証券の評価差額（単体） 

  

  

 （注）１．「有価証券」について記載しております。譲渡性預け金、買入金銭債権中のコマーシャルペーパーは該当あ

りません。 

２．その他有価証券には、買入金銭債権中の「信託受益権」が含まれております。 

３．満期保有目的の債券に係る含み損益は以下のとおりであります。 

 （注）１．満期保有目的の債券には、買入金銭債権中の「信託受益権」が含まれております。 

２．子会社・関連会社株式では、時価のあるものはありません。 

  

  
○平成21年３月末の連結自己資本比率は、9.8％程度、また連結TierⅠ比率は、9.0％程度を予想しております。 

  
平成21年３月末
（予想値） 

  
（参考）平成20年３月末

（実績） 

単体自己資本比率 9.8％程度   9.89％ 

単体TierⅠ比率 9.0％程度   9.03％ 

  
平成21年３月末
（予想値）  

  
（参考）平成20年３月末

（実績） 

連結自己資本比率 9.8％程度   9.88％ 

連結TierⅠ比率 9.0％程度   9.03％ 

  
○その他有価証券の評価差額は、平成19年12月末比565億円減少して、64億円の評価益となりました。また、平成20年

３月末比では、335億円減少しております。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  

平成20年12月末 平成19年12月末  
（参考）

平成20年３月末 

時価 
評価差額 

時価
評価差額  

時価 
評価差額 

  うち益 うち損   うち益 うち損     うち益 うち損

その他有価証券  752,352 6,447  21,903 15,455 766,594 62,983 69,699 6,715    789,756  39,948 50,566 10,617

   株式  72,429 12,911  15,774 2,862 125,742 64,454 65,713 1,258    106,665  44,172 45,330 1,157

  債券  595,093 △2,480  5,733 8,214 522,701 481 3,788 3,307    558,480  76 4,953 4,877

  その他  84,829 △3,983  394 4,378 118,150 △1,951 197 2,149    124,610  △4,300 282 4,582

  （単位：百万円） （単位：百万円）

  

平成20年12月末 平成19年12月末
（参考） 

平成20年３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 うち損 うち益 うち損     うち益 うち損

満期保有目的の

債券 
 － －  － － 47,087 △1,254 259 1,513    －  － － －
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(5）デリバティブ取引（単体） 

① 金利関連取引 

 （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 

 （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。 
  

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。 

  
(6）預金等・貸出金の残高（単体） 

  

 （注） 預金等＝預金＋譲渡性預金 

  
 （参考）預り資産残高 

  （単位：百万円） （単位：百万円）

区分 種類 
平成20年12月末 平成19年12月末  

（参考） 
平成20年３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 評価損益

店頭 金利スワップ  20,000  △834 △834 － － －    20,000 △352 △352

  （単位：百万円） （単位：百万円）

区分 種類 
平成20年12月末 平成19年12月末  

（参考） 
平成20年３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 評価損益

店頭 
通貨スワップ  2,730  445 445 31,254 △893 △893    24,783 1,977 1,977

為替予約  3,070  32 32 4,573 18 18    3,221 39 39

  
○預金等残高（預金＋譲渡性預金）は、平成19年12月末比11億円減少し、２兆8,090億円となりました。 

 そのうち個人預金は平成19年12月末比463億円増加し、１兆8,392億円となりました。 

○貸出金は、平成19年12月末比560億円増加し、２兆696億円となりました。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  平成20年12月末 平成19年12月末 増減   
（参考）

平成20年３月末 

預金等（末残）  2,809,050  2,810,224  △1,173    2,745,187

  個人預金（末残）  1,839,294  1,792,910  46,383    1,786,467

貸出金（末残）  2,069,681  2,013,668  56,012    1,978,342

【単体】      (単位：百万円)   (単位：百万円)

  平成20年12月末  平成19年12月末 増減 
  

  

 (参考）

 平成20年３月末 

 投資信託          79,024 119,442  △40,418   105,244

 保険商品 67,640 60,414  7,225   61,947

 公共債 181,271 174,241  7,029   175,615

 外貨預金 19,220 16,672  2,548   18,158

 合計  347,157 370,771  △23,613   360,966
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