
 

 

平成 21 年２月 13 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 きらやか銀行 

代 表 者 名 取締役頭取 粟野 学 

本店所在地 山形市旅篭町三丁目２番３号 

（コード番号８５２０ 東証第二部） 

問 合 せ 先 常務執行役員 

経営企画部長兼広報部長  佐川 章 

      （電話番号 ０２３－６３１－０００１） 

 

 

平成 21 年３月期第３四半期の有価証券評価損および 
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 

 
 
 「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認め
られないものについて、平成 21 年３月期第３四半期において減損処理による有価証券評価損を計上す
る必要が生じましたのでお知らせします。 
 また、上記要因に伴いまして、平成 20 年 11 月 14 日に公表いたしました平成 21 年３月期通期（平成
20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の業績予想を、以下のとおり修正いたしますので、お知らせいた
します。 
 

記 
 

１．平成 21 年３月期第３四半期における有価証券評価損 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第３四半期会計期間（平成 20 年 10 月 1 日から
平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証券評価損の総額（＝イ－ロ） 

 3,872 百万円 3,878 百万円

 
(イ)平成 21 年３月期第３四半期累計期間 

（平成 20 年４月 1日から平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証
券評価損の総額 

5,197 百万円 5,203 百万円

 
(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第２四半期）累計期間 

（平成 20 年４月１日から平成 20 年９月 30 日まで）の有価証
券評価損の総額 

1,325 百万円 1,325 百万円

※四半期における有価証券の評価方法は、洗替え方式を採用しております。 
※当社の第３四半期末は、12 月 31 日です。 
 
○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   27,743 百万円 27,773 百万円

 （Ａ／Ｂ×１００） 13.9％ 13.9％ 

 （イ／Ｂ×１００） 18.7％ 18.7％ 

(Ｃ) 近事業年度の経常利益額 
 （単体:平成 20 年３月期、連結: 近３事業年度の平均） 

0 百万円 1,148 百万円

 （Ａ／Ｃ×１００） - ％ 337.8％ 

 （イ／Ｃ×１００） - ％ 453.2％ 

(Ｄ) 近事業年度の当期純利益額 
（単体:平成 20 年３月期、連結: 近３事業年度の平均） 

0 百万円 470 百万円

 （Ａ／Ｄ×１００） - ％ 825.1％ 

 （イ／Ｄ×１００）  - ％ 1,107.0％ 

 
※ 当行は平成 19 年５月に合併により設立されており、平成 20 年３月期決算が合併後 初の決算と

なります。また、平成 20年 10 月には、100％親会社である(株)きらやかホールディングス（平成
17 年 10 月設立）を吸収合併しております。 近事業年度の経常利益額および当期純利益額につ
きましては、単体は平成 20 年 3月期決算の計数（損失のため「０」記載）を、連結は被吸収合併
会社である（株）きらやかホールディングスの 近３事業年度の平均を記載しております。 
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２．業績予想の修正 

    
平成 21 年３月期通期連結（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

                                     （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） ３０,０００ △１,６００ △１,９００

今 回 修 正 予 想（Ｂ） ３０,０００ △４,２００ △４,５００

増  減  額（Ｂ）－（Ａ） ０ △２,６００ △２,６００

増  減  率  （％） ０％ ― ―

前期実績（平成 20 年３月期） ３０,６８９ △１,９５６ △３,５１４

 

３．業績予想修正の理由 
米国サブ・プライムローン問題を発端とする、世界の金融市場の混乱を背景とした東京株式

市場の大幅な下落は、当初の予想を大きく超えて推移しており、保有有価証券の減損費用が前
回予想比約 44 億円増加する見込みとなったことを主因として修正を行うものです。 
なお、以上の要因により経常損失を 42 億円、当期純損失を 45 億円に修正いたしますが、平

成 21 年３月期末の自己資本比率（銀行単体）については、前年度末比約１.７%上昇の８.６％
程度となる見込みです。 
 

（ご参考） 

平成 21 年３月期業績予想（きらやか銀行単体ベース）（概要） 

(億円) 

  
業績予想 

（Ａ） 

前回予想 

（Ｂ） 

増減額 

（Ａ）―（Ｂ） 

前年同期実績

(20年 3月期)

経常収益 280 280 ― 319

業務粗利益 199 221 △22 226

 うち資金利益 201 199 2 200

 うち役務取引等利益 18 24 △6 26

 うち国債等損益 △20 △2 △18 △0

経費 162 164 △2 185

コア業務純益 58 60 △2 41

一般貸倒引当金繰入額① △10 △8 △2 △1

業務純益 47 65 △18 42

臨時損益 △89 △82 △7 △62

 うち不良債権処理損失② 32 55 △23 39

 うち株式等減損 38 12 26 8

与信関連費用①＋② 22 47 △25 38

経常利益 △42 △16 △26 △20

特別損益 △2 △4 2 △13

税引前当期純利益 △44 △19 △25 △33

当期純利益 △45 △19 △26 △36

 
以  上 


