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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 18,645 ― △1,259 ― △757 ―
20年3月期第3四半期 19,030 △4.3 2,739 △24.5 1,627 △12.1

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 △6.24 ―
20年3月期第3四半期 13.28 ―

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 894,610 33,599 3.6 270.90
20年3月期 879,295 41,537 4.6 335.27

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  32,874百万円 20年3月期  40,720百万円

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 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 6.00

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31日に公表いたしました通期の連結業績予想は、修正しております。 
 なお、本業績予想に関する事項につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」および本資料２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 24,500 △5.0 △2,600 ― △1,900 ― △15.64

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、２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、２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、２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。 
 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。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって、上記予想数値と異なる可
能性があります。  

新規 1 社 （社名 株式会社ＩＳＢコンサルティング ） 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 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  122,866,000株 20年3月期  122,866,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,513,301株 20年3月期  1,412,015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  121,413,269株 20年3月期第3四半期  122,490,341株



 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、世界的な金融不安や急激な円高の進行に伴う景気後退局面への遷

移や企業業績の悪化により、設備投資の減少、雇用状況の悪化が進み、先行き不透明感から個人消費も低迷した状況

で推移しています。 

 一方、山形県経済は、主力産業である製造業を中心に生産活動が調整局面に入っている影響などから雇用・所得環

境が悪化しており、個人消費も極めて不振となるなど、景気の後退局面入りが懸念されています。 

 このような環境のもと、グループ一丸となった営業推進を行ってまいりましたが、大口倒産に伴う引当金計上や有

価証券の減損処理などにより、当第３四半期連結累計期間における経常収益は186億45百万円（前年同期比３億84百

万円減少）、経常利益は12億59百万円の損失（同39億99百万円減少）、四半期純利益は７億57百万円の損失（同23億

85百万円減少）となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日現在）における財政状態につきましては、総資産8,946億10百万

円（前連結会計年度末比153億15百万円増加）、純資産335億99百万円（同79億37百万円減少）となりました。 

 主要勘定残高ベースでは、預金等（含む譲渡性預金）は個人預金を中心に順調に増加し、8,197億10百万円（同196

億81百万円増加）となりました。一方で貸出金は、住宅ローンなど個人向け貸出金と共に、法人向け貸出も増加し、

6,692億64百万円（同350億16百万円増加）となりました。有価証券はサブプライムローン問題に端を発した一連の金

融市場の変動に対して耐久力のあるポートフォリオへ改善し、効率的・機動的な有価証券運用に努めた結果、1,613

億19百万円（同111億16百万円減少）となりました。   

  

 世界的な金融市場の混乱や企業業績の悪化を受けた株式相場の低迷に伴い、保有有価証券の減損処理や役務取引等

収益の減少が見込まれるほか、地域経済の景況感の悪化に伴う与信関係費用の増加などにより、平成20年10月31日に

公表いたしました通期業績予想を修正いたしました。連結経常収益245億円、連結経常損失26億円、連結当期純損失

19億円を見込んでおります。 

 なお、銀行単体では、経常収益235億円、経常損失26億円、当期純損失19億円を見込んでおります。  

  

  株式会社ISBコンサルティングの株式を取得したことにより、第３四半期連結会計期間から連結子会社として

おります。  

   

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。 

④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。 

【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 



  

（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た定額法によっ

ております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

  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262百万円、「その他負債」中のリー 

ス債務は265百万円増加し、当第３四半期連結累計期間の資金調達費用は５百万円増加、営業経費は３百万円減

少、経常損失は２百万円増加、税金等調整前四半期純損失は２百万円増加しております。 

  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、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。  

  



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 25,175 23,007

コールローン及び買入手形 4,110 14,401

買入金銭債権 3,181 2,907

商品有価証券 156 211

金銭の信託 983 2,935

有価証券 161,319 172,435

貸出金 669,264 634,248

外国為替 1,233 760

その他資産 4,877 6,115

有形固定資産 13,028 12,511

無形固定資産 1,305 1,299

繰延税金資産 9,983 7,075

支払承諾見返 7,990 7,781

貸倒引当金 △7,999 △6,372

投資損失引当金 － △23

資産の部合計 894,610 879,295

負債の部   

預金 786,183 779,106

譲渡性預金 33,526 20,922

コールマネー及び売渡手形 7,700 6,401

借用金 5,839 41

外国為替 2 5

社債 9,500 9,500

その他負債 7,508 11,086

退職給付引当金 1,579 1,723

睡眠預金払戻損失引当金 62 67

債務保証損失引当金 268 259

その他の引当金 35 33

繰延税金負債 3 19

再評価に係る繰延税金負債 811 811

支払承諾 7,990 7,781

負債の部合計 861,011 837,758

純資産の部   

資本金 14,200 14,200

資本剰余金 12,056 12,056

利益剰余金 17,582 19,072

自己株式 △443 △425

株主資本合計 43,395 44,903

その他有価証券評価差額金 △11,598 △5,264

繰延ヘッジ損益 △18 △15

土地再評価差額金 1,096 1,096

評価・換算差額等合計 △10,521 △4,183

少数株主持分 724 817

純資産の部合計 33,599 41,537

負債及び純資産の部合計 894,610 879,295



（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 18,645

資金運用収益 13,286

（うち貸出金利息） 11,582

（うち有価証券利息配当金） 1,643

役務取引等収益 3,427

その他業務収益 1,511

その他経常収益 419

経常費用 19,905

資金調達費用 2,246

（うち預金利息） 1,947

役務取引等費用 1,480

その他業務費用 2,162

営業経費 11,095

その他経常費用 2,920

経常損失（△） △1,259

特別利益 8

固定資産処分益 0

償却債権取立益 0

その他の特別利益 7

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（△） △1,263

法人税、住民税及び事業税 47

法人税等調整額 △479

法人税等合計 △432

少数株主損失（△） △73

四半期純損失（△） △757



 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。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考」 

（１）前第３四半期累計期間に係る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  19,030

 資金運用収益  13,017

 （うち貸出金利息）  11,083

 （うち有価証券利息配当金）  1,849

 役務取引等収益   4,322

 その他業務収益   407

 その他経常収益   1,283

経常費用   16,290

 資金調達費用   2,097

 （うち預金利息）  1,802

 役務取引等費用  1,475

 その他業務費用   218

 営業経費   10,742

 その他経常費用   1,755

経常利益  2,739

特別利益   1

特別損失   48

税金等調整前四半期純利益   2,692

法人税、住民税及び事業税  787

法人税等調整額   237

少数株主利益   39

四半期純利益   1,627



（２）第３四半期連結会計期間に係る連結損益計算書 

（単位：百万円） 

  

  
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  5,697

 資金運用収益  4,408

 （うち貸出金利息）  3,914

 （うち有価証券利息配当金）  485

 役務取引等収益   909

 その他業務収益   350

 その他経常収益   29

経常費用   7,018

 資金調達費用   726

 （うち預金利息）  605

 役務取引等費用  469

 その他業務費用   721

 営業経費   4,039

 その他経常費用   1,062

経常損失（△）  △1,321

特別利益   0

固定資産処分益  0

償却債権取立益  0

税金等調整前四半期純損失（△）   △1,320

法人税、住民税及び事業税  △461

法人税等調整額   △29

法人税等合計   △490

少数株主損失（△）   △13

四半期純損失（△）   △816



 

 

平成 21 年３月期第３四半期決算 説明資料 

 

 

 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）決算の概要についてお知らせしま

す。 

 

１．平成 21 年３月期第３四半期の業績（単体） 

 平成 21 年３月期第３四半期の業績は、大口倒産に伴う引当金の増加や有価証券の減損処理などにより、７億４百万円の四

半期純損失の計上となりました。 

      （単位：百万円）

 平成 21 年３月期

第３四半期 

（９ヵ月累計）

（A) 

平成 20 年３月期

第３四半期 

（９ヵ月累計） 

（B) 

 

前年同四半期 

対比 

（A)－(B) 

  

平成 21 年３月期

通期予想値 

経常収益 17,915 18,301 △386  23,500 

業務粗利益 

（除く国債等債券損益）＝コア業務粗利益 

11,465 

（12,661）

13,163 

（13,024）

△1,697 

（△363） 

 

 資金利益 10,854 10,726 128   

 役務取引等利益 1,364 2,366 △1,002   

 その他業務利益 △754 70 △824   

 （うち国債等債券損益） △1,195 138 △1,334   

経費（除く臨時処理分） 10,428 10,134 294   

 人件費 5,090 5,015 74   

 物件費 4,812 4,624 188   

 税金 526 494 31   

業務純益 

（一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前） 
1,036 3,028 △1,991 

 
 

のれん償却額 ― ― ―   

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,036 3,028 △1,991   

 除く国債等債券損益＝コア業務純益 2,232 2,890 △657   

①一般貸倒引当金繰入額 △183 △411 228   

業務純益 1,219 3,439 △2,219   

臨時損益 △2,359 △678 △1,681   

 ②不良債権処理額 1,773 1,040 733   

  貸出金償却 6 0 6   

  個別貸倒引当金繰入額 1,756 892 864   

  バルクセール売却損 11 147 △136   

  その他の不良債権処理額 ― ― ―   

 （貸倒償却引当費用①＋②） （1,590） （629） （961）  

 株式等関係損益 △8 407 △415   

 その他臨時損益 △577 △45 △532   

経常損益 △1,139 2,761 △3,901  △2,600 

特別損益 △6 △45 38   

税引前四半期純損益 △1,146 2,716 △3,862   

法人税、住民税及び事業税 33 786 △752   

法人税等調整額 △475 283 △759   

四半期純損益 △704 1,645 △2,350  △1,900 

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。



 

 

２．金融再生法開示債権の状況（単体） 

 平成 20 年 12 月末の金融再生法開示債権比率（単体）は、平成 20 年３月末比 0.07％上昇の 3.73％となりました。平成 19

年 12 月末比では 0.17％上昇しております。 

 当行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の金融再生法開示債権比率は 3.10％となります。 

   （単位：百万円）

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末  平成 20 年３月末 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 10,602 7,442  7,485 

危険債権 6,537 6,771  7,969 

要管理債権 8,536 8,741  8,386 

合計        （A） 25,677 22,955  23,841 

正常債権       661,045 620,279  626,250 

総与信       （B) 686,723 643,235  650,091 

総与信に占める割合 （A)÷(B) 3.73％ 3.56％  3.66％

（注）１．上記の各四半期末の計数は、「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。 

２．また、同計数は各四半期末を基準日として、当行の定める自己査定基準に基づき自己査定を行い算出しております。 

なお、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額のうち、無価値と認められる部分について直接償却（部分直

接償却）は実施しておりません。 

 

３．時価のある有価証券の評価差額（単体） 

   （単位：百万円）

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 平成 20 年３月末 

時価 
評価損益 

時価 
評価損益 

時価 
評価損益 

 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 137,837 △17,604 903 18,508 177,091 △2,693 2,656 5,349 159,242 △8,845 1,794 10,640

 株式 9,462 △5,935 81 6,017 12,942 △383 1,023 1,407 9,182 △2,502 342 2,845

 債券 85,730 511 660 148 113,384 30 751 720 99,930 277 1,078 800

 その他 42,644 △12,180 161 12,341 50,763 △2,340 881 3,221 50,129 △6,620 373 6,994

（注）１．有価証券のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャルペーパー及び信託

受益権も含めております。 

２．「評価差額」及び「含み損益」は、取得原価（償却原価適用後、減損処理後。）と時価との差額を計上しております。 

３．株式については、決算日前 1 ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を、また、それ以外については、決

算日における市場価格等に基づく価額を時価としております。 

４．売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を時価としてみなせない状況であ

ると判断し、中間連結会計期間から経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額を時価としております。   

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回り

に基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数で

あります。 

５．なお、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。時価のある子会社・関連会社株式は該当あ

りません。 

   （単位：百万円）

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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 
388 290 290 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

 



 

 

４．デリバティブ取引（単体） 

（1）金利関連取引 

   （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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

取引所 金利先物 ― ― ― 4,956 △0 △0 ― ― ―

店頭 金利スワップ 75 △0 △0 4,150 △28 △28 4,125 △109 △109

 合計  △0 △0 △29 △29  △109 △109

（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）

区分 種類 
平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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 為替予約 2,519 26 26 1,935 △18 △18 1,226 5 5

 合計  26 26 △18 △18  5 5

（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 

   （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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

取引所 
株価指数先物 791 △3 △3 ― ― ― ― ― ―

株価指数オプション ― ― ― 920 10 11 ― ― ―

 合計  △3 △3 10 11  ― ―

（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。 

 

 

（4）債券関連取引 

   （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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

取引所 債券先物 ― ― ― 18,187 △2 △2 ― ― ―

 合計  ― ― △2 △2  ― ―

（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。 

 

 

（5）商品関連取引・クレジットデリバティブ取引 

   （単位：百万円）

区分 種類 
平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末 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 
クレジット・デフ

ォルト・スワップ 
186 ― ― 335 ― ― 298 ― ―

 合計  ― ― ― ―  ― ―

（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。



 

 

５．預金等、貸出金及び有価証券の残高等（単体） 

 預金等は、個人預金を中心に順調に増加し、平成 20 年３月末比 196 億 66 百万円増加の 8,198 億 13 百万円となりました。

平成 19 年 12 月末比では 116 億 84 百万円増加しております。一方、貸出金は、引き続き住宅ローンを中心とした個人向け貸

出金が順調に増加し、平成 20 年３月末比 346 億 61 百万円増加の 6,674 億 68 百万円となりました。平成 19 年 12 月末比では

419 億 95 百万円増加しております。 

    （単位：百万円）

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末  平成 20 年３月末 

預金等（含む譲渡性預金） 819,813 808,128  800,147 

貸出金 667,468 625,473  632,807 

有価証券 160,624 192,471  171,641 
      

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末  平成 20 年３月末 

消費者ローン残高 

（貸出金に占める消費者ローンの割合） 

282,057 

（42.25％）

259,371 

（41.46％）
 

265,410 

（41.94％）

 住宅ローン残高 260,081 236,352  242,354 

 その他ローン残高 21,976 23,018  23,055 

 

 

６．投資信託及び公共債の預かり残高、生命保険の販売累計額（単体） 

 投資信託預かり残高は、株式市況の低迷に伴う運用商品の基準価額の下落等により、平成 20 年３月末比 463 億 96 百万円減

少の 1,041 億３百万円となりました。平成 19 年 12 月末比では 675 億 36 百万円減少しております。 

    （単位：百万円）

 平成 20 年 12 月末 平成 19 年 12 月末  平成 20 年３月末 

投資信託 104,103 171,639  150,499 

公共債（国債等） 14,035 11,417  13,037 

生命保険 92,631 78,731  82,765 

 うち個人年金保険 85,755 77,401  79,909 

 うち一時払い終身保険 6,876 1,330  2,856 

（注）生命保険は、販売累計額を記載しております。 

 

 

７．自己資本比率（国内基準） 

 平成 21 年３月末の単体自己資本比率は、9.6％程度を予想しております。 

   （参考） 

 
平成 21 年３月末 

（予想値） 

平成 20 年９月末 

（実績） 

単体自己資本比率（国内基準） 9.6％程度 8.73％ 

 単体ＴｉｅｒⅠ比率 8.1％程度 7.14％ 

（注）上記予想値は、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。 
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