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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－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部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 155,459 △2.1 △103,402 ― △109,373 ―
20年3月期第3四半期 158,770 8.3 1,265 △97.5 24,865 △66.8

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 △66.48 ―
20年3月期第3四半期 15.07 11.75

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 6,350,700 642,762 10.1 288.36
20年3月期 7,259,076 768,060 10.6 355.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  642,075百万円 20年3月期  767,339百万円

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  有  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、2
ページの「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― ― ― 3.50 3.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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   

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 185,000 △8.0 △191,000 ― △196,000 ― △123.49

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1.平成20年11月14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
の業績等はさまざま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、当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣
府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠し
ております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  1,650,147,352株 20年3月期  1,650,147,352株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  45,481,669株 20年3月期  5,131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  1,645,092,430株 20年3月期第3四半期  1,650,144,643株
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（参考１）種類株式の配当の状況 
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下の通りです。 

（基準日）
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 第四回優先株式 - - - 10 00 10 00
第五回優先株式 - - - 7 44 7

21年3月期 第四回優先株式

第五回優先株式

21年3月期（予想） 第四回優先株式 10 00 10 00
第五回優先株式 7 44 7 44

年間

1株当たり配当金

第1四半期末 期末第2四半期末 第3四半期末

-
-

--
- -

44

 
 
（参考２）個別業績予想 
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） 

（%表示は対前期増減率） 

1株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

通 期 180,000 △5.2 △194,000 - △199,000 - △125.36

経常収益 経常利益 当期純利益

 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無   有 
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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 

 

当第３四半期連結累計期間の経常収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して（以下、前年同期

比）33 億円減少し、1,555 億円となりました。 

うち、資金運用収益は、前年同期比 53 億円減少し、990 億円となりました。これは、貸出金利息が貸出

金平均残高の増加により前年同期比 9 億円増加したものの、有価証券利息配当金が、配当金等の減少

及び有価証券平均残高の減少並びに海外市場金利の低下などにより、前年同期比 54 億円減少したこと

によるものです。この他、役務取引等収益は前年同期比 22 億円減少の 99 億円、特定取引収益は、リー

マン・ブラザーズ向け与信のヘッジ目的のクレジット・デリバティブ取引での利益計上等により前年同期比

293 億円増加の 348 億円となりました。その他業務収益は、組合・ファンド関連収益が減少したこと等によ

り、前年同期比 211 億円減少の 96 億円となりました。 

経常費用は、前年同期比 1,014 億円増加して 2,589 億円となりました。 

うち、資金調達費用は、前年同期比 103 億円減少し、533 億円となりました。これは主に外貨の資金調

達費用が海外市場金利の低下により大きく減少したことによるものです。この他、その他業務費用は前年

同期比 528 億円増加して 968 億円となりましたが、これは主に FIM LLC（GMAC LLC の 51%を所有）への

投資について 364 億円の追加損失を計上したこと、CDO において減損による追加損失を計上したこと、

及びヘッジファンド関連取引において損失を計上したことによるものです。営業経費は、厳格なコスト管

理の結果、前年同期比 17 億円減少して 373 億円となりました。その他経常費用は、与信関連費用が増

加したこと等により、前年同期比 607 億円増加し 701 億円となりました。 

以上の結果、経常利益は、前年同期比 1,047 億円減少し、1,034 億円の経常損失となりました。 

特別利益は、前年同期比 109 億円減少して 1 億円となりました。これは、前第３四半期連結累計期間は

貸倒引当金が取崩しとなり、戻入益 104 億円が特別利益に計上されていたことによるものです。（当第３

四半期連結累計期間の貸倒引当金は純繰入。） 

税金等調整前四半期純利益は、前年同期比 1,147 億円減少して 1,034 億円の損失となりました。 

法人税等調整額は、前年同期比 201 億円減少して 52 億円の損失となりました。 

以上の結果、四半期純利益は前年同期比 1,342 億円減少し、1,094 億円の損失となりました。また、1

株当たり四半期純損失は 66 円 48 銭となっております。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 

総資産は、当第３四半期連結累計期間中 9,084 億円減少して 6 兆 3,507 億円となりました。貸出金は

主に不動産業向け及び金融・保険業向け貸出が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して（以

下前年度末比）4,652 億円減少し、3 兆 8,193 億円となりました。有価証券は主として国債及びヘッジファ

ンド等の減少により、前年度末比 5,734 億円減少し 1 兆 788 億円となりました。 

負債は、前年度末比 7,831 億円減少して 5 兆 7,079 億円となりました。預金は前年度末比 466 億円増

加の2兆4,120億円、譲渡性預金は前年度末比7,062億円減少の2,478億円、債券は前年度末比2,843

億円減少して 1 兆 7,814 億円となりました。 

純資産の部は、配当金の支払、四半期純損失の計上、自己株式の取得及びその他有価証券評価差

額金のマイナス幅の拡大等の結果、前年度末比 1,253 億円減少して 6,428 億円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

 

連結業績予想につきましては、平成 20 年 11 月 14 日に公表しております連結業績予想から、1 ページ

「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）」記載の通り修正し

ております。詳細は、本日別途公表いたします「平成 21 年 3 月期通期の業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 
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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 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において算出した
過去の一定期間における貸倒実績等について、必要な修正を加えた予想損失率を適用して計上し
ております。 

③ 税金費用の計算 
法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出に

係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 
 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
該当事項はありません。 
 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、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、当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに
収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）に準拠しております。 

 
② 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
18 号平成 18 年５月 17 日）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実務対応報告を適用しております。これによる影響
はありません。 
 

③ 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に係る四半期連結財務諸表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。 

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は 2,261 百万円、「その他負債」
中のリース債務は 2,123 百万円増加しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。 

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日より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。 

 
④ 重要なヘッジ会計の方法 

（価格変動リスクヘッジ） 
当第３四半期連結会計期間より、ヘッジ対象をその他有価証券（株式投資信託）とし、株式先物取

引をヘッジ手段として指定する個別ヘッジを適用しており、繰延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性の評価方法については、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しております。 
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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 499,472 117,761

コールローン及び買入手形 140,000 239,004

債券貸借取引支払保証金 － 376,361

買入金銭債権 104,741 129,632

特定取引資産 431,306 216,157

金銭の信託 9,032 9,582

有価証券 1,078,802 1,652,171

貸出金 3,819,310 4,284,498

外国為替 55,098 17,055

その他資産 171,809 141,567

有形固定資産 25,101 23,476

無形固定資産 12,788 13,034

債券繰延資産 349 531

繰延税金資産 41,091 48,139

支払承諾見返 39,371 42,480

貸倒引当金 △74,817 △51,594

投資損失引当金 △2,758 △783

資産の部合計 6,350,700 7,259,076

負債の部   

預金 2,412,036 2,365,462

譲渡性預金 247,760 953,910

債券 1,781,371 2,065,648

コールマネー及び売渡手形 96,293 259,466

売現先勘定 29,187 16,468

債券貸借取引受入担保金 69,539 172,527

特定取引負債 248,242 103,472

借用金 459,972 237,215

外国為替 1 1

社債 121,331 123,975

その他負債 183,124 128,897

賞与引当金 2,137 3,768

退職給付引当金 15,793 16,442

役員退職慰労引当金 207 193

オフバランス取引信用リスク引当金 1,567 1,086

支払承諾 39,371 42,480

負債の部合計 5,707,938 6,491,016
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（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) 

純資産の部   

資本金 419,781 419,781

資本剰余金 33,333 33,333

利益剰余金 229,921 347,235

自己株式 △4,497 △1

株主資本合計 678,538 800,348

その他有価証券評価差額金 △33,568 △27,755

繰延ヘッジ損益 5,270 2,623

為替換算調整勘定 △8,165 △7,877

評価・換算差額等合計 △36,462 △33,009

少数株主持分 686 720

純資産の部合計 642,762 768,060

負債及び純資産の部合計 6,350,700 7,259,076

㈱あおぞら銀行（8304）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

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 155,459

資金運用収益 99,030

（うち貸出金利息） 77,272

（うち有価証券利息配当金） 16,169

役務取引等収益 9,925

特定取引収益 34,796

その他業務収益 9,608

その他経常収益 2,098

経常費用 258,861

資金調達費用 53,344

（うち預金利息） 15,057

（うち債券利息） 16,843

役務取引等費用 1,253

特定取引費用 57

その他業務費用 96,826

営業経費 37,286

その他経常費用 70,092

経常損失（△） △103,402

特別利益 133

償却債権取立益 133

特別損失 147

固定資産処分損 147

税金等調整前四半期純損失（△） △103,416

法人税、住民税及び事業税 761

法人税等調整額 5,181

法人税等合計 5,942

少数株主利益 14

四半期純損失（△） △109,373
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（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）株主資本の金額に変動があった場合の注記 
 

（自己株式の取得について） 

株主資本のうち、自己株式は、前連結会計年度末に比して 4,495 百万円増加し、当第

３四半期連結会計期間末現在 4,497 百万円となっております。 

当該増加額のうち、4,494 百万円は、平成 20 年 10 月 27 日開催の取締役会において、

会社法第 459 条第１項の規定による当行定款第 51 条の規定に基づき、同法第 156 条第

１項の規定により、自己株式（普通株式）を取得することを決議し、同決議に従い、当

第３四半期連結累計期間において市場買付により取得したことによるものであります。 
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「参考」
　四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表
（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表

（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

資産の部

現金預け金 483,326 97,588

コールローン 140,000 239,004

債券貸借取引支払保証金 -                                          376,361

買入金銭債権 69,541 86,432

特定取引資産 432,427 216,498

金銭の信託 6,317 7,690

有価証券 1,425,137 2,090,937

貸出金 3,543,474 3,950,334

外国為替 55,048 15,108

その他資産 172,722 141,965

有形固定資産 23,571 21,580

無形固定資産 13,437 13,497

債券繰延資産 349 531

繰延税金資産 39,958 47,273

支払承諾見返 38,174 41,140

貸倒引当金 △75,128 △52,149

投資損失引当金 △2,758 △16,501

資産の部合計 6,365,600 7,277,293

負債の部

預金 2,447,629 2,406,331

譲渡性預金 247,760 953,910

債券 1,785,371 2,069,648

コールマネー 96,293 259,466

売現先勘定 29,187 16,468

債券貸借取引受入担保金 69,539 172,527

特定取引負債 248,242 103,472

借用金 459,972 237,200

外国為替 1 1

社債 99,981 99,975

その他負債 181,439 125,719

未払法人税等 22 449

リース債務 2,113

その他の負債 179,303

賞与引当金 1,900 3,212

退職給付引当金 15,007 15,619

役員退職慰労引当金 171 163

ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金 2,021 1,181

支払承諾 38,174 41,140

負債の部合計 5,722,694 6,506,037
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表

（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

純資産の部

資本金 419,781 419,781

資本剰余金 33,333 33,333

資本準備金 33,333 33,333

利益剰余金 222,586 343,030

利益準備金 7,453 5,865

その他利益剰余金 215,133 337,165

繰越利益剰余金 215,133 337,165

自己株式 △4,497 △1

株主資本合計 671,203 796,143

その他有価証券評価差額金 △33,568 △27,510

繰延ヘッジ損益 5,270 2,623

評価・換算差額等合計 △28,297 △24,886

純資産の部合計 642,905 771,256

負債及び純資産の部合計 6,365,600 7,277,293

(注) この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における

レビュー対象ではありません。

㈱あおぞら銀行（8304）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

10



（２）四半期損益計算書
　【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年12月31日）

経常収益 152,287

資金運用収益 98,060

（うち貸出金利息） 60,876

（うち有価証券利息配当金） 31,899

役務取引等収益 8,818

特定取引収益 35,549

その他業務収益 8,366

その他経常収益 1,493

経常費用 259,323

資金調達費用 53,342

（うち預金利息） 15,242

（うち債券利息） 16,871

役務取引等費用 1,192

特定取引費用 57

その他業務費用 60,706

営業経費 34,700

その他経常費用 109,324

経常損失（△） △107,035

特別利益 87

償却債権取立益 87

特別損失 137

固定資産処分損 137

税引前四半期純損失（△） △107,085

法人税、住民税及び事業税 △81

法人税等調整額 5,498

法人税等合計 5,416

四半期純損失（△） △112,502

(注) この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における
レビュー対象ではありません。
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