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平成 21年 3月 13日 

 
各      位 

会 社 名  株式会社 札幌北洋ホールディングス 
（コード番号 8328 東証第 1部・札証） 

 
 

平成 21 年 3 月期通期の連結業績予想の修正 

及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 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)の連結業績予想及び配当予想を下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 
1.平成 21 年 3 月期通期の連結業績予想の修正 

(1)連結業績予想(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 
1株当たり 
当期純利益 

前回発表予想 (A) 187,000 △38,000 △27,500 △68円 94銭

今回修正予想 (B) 184,000 △255,000 △204,000 △511円 41銭

増減額  (B)－(A) △3,000 △217,000 △176,500 ― 

増減率    (%) △1.6% △571.0% △641.8% ― 

ご参考 
前期実績(平成 20年 3月期) 

219,469 48,661 27,867 69円 86銭

 (注) 1株当たり当期純利益につきましては、平成 21年 1月 4日付で実施しました株式分割勘案後の金額を記載しております。 

 
(2)業績予想の修正理由 

  当グループは、厳しさを増す経営環境の下、今後の有価証券市場の動向を鑑み、相場下落リス

クの来期以降決算への影響を極小化し、安定的な収益体質への回復をより確実なものにしていく

ため、保有有価証券に対するより積極的な減損処理を実施することなどから、平成 21年 3月期通
期の業績予想を下方修正いたします。 

厳しい環境下にあってもコアの収益力である預貸金収支は堅調に推移しておりますが、保有有

価証券のリスク削減処理に伴う有価証券利息配当金の減少により、経常収益を 1,840 億円(前回予

想比30億円の減少)に、保有有価証券価格下落リスクの来期以降決算への影響を極小化するため、

より積極的な減損処理を実施することなどにより、経常利益は 2,550 億円の損失(前回予想比

2,170 億円の減少)に、これらの結果、当期純利益は 2,040 億円の損失(前回予想比 1,765 億円の減

少)に下方修正いたします。 

今回損失が多額となる要因は、来期業績の V 字回復に向けた積極的な対応の結果です。本日付

で公表しております「子会社における金融機能強化法に基づく株式の引受け（国による資本参加）

の決定、第三者割当増資による優先株式発行及び経営強化計画の公表並びに当社のグループ中期

経営計画の修正について」に記載の資本増強により、平成 21 年 3月期末におきましても自己資本
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比率は 9％程度と財務の健全性に問題のない水準を維持する見込みにありますので、ご安心いただ

きたいと存じます。 

 

(ご参考) 
【連結業績予想】                               (単位：億円) 

平成 21年 3月期通期 
 前回発表 

予想 

今回修正 

予想 
差異 

平成 22 年 

3 月期 

計画 

平成 23 年

3月期 

計画 

経常収益 1,870 1,840 △30 1,740 1,770

連結コア粗利益 1,260 1,200 △60 1,210 1,230

 営業経費 810 810 ― 800 810

連結コア業務純益 450 390 △60 410 420

 貸倒償却引当費用 380 410 30 270 230

 有価証券等関係損益 △460 △2,530 △2,070 0 0

経常利益 △380 △2,550 △2,170 140 190

当期純利益 △275 △2,040 △1,765

 

80 115
 

その他有価証券評価損益 ― △35 ―  △35 △35
 

自己資本比率 ― 9.2％程度 ―  9.2%程度 9.3%程度

 
 
 
 

 
 

【北洋銀行単体予想】                             (単位：億円) 

平成 21年 3月期通期 
 前回発表 

予想 

今回修正 

予想 
差異 

平成 22 年 

3 月期 

計画 

平成 23 年

3月期 

計画 

経常収益 1,600 1,575 △25 1,413 1,427

コア粗利益 1,208 1,144 △64 1,147 1,165

 経費 787 790 3 777 790

コア業務純益 421 354 △67 370 375

 貸倒償却引当費用 350 379 29 240 200

 有価証券等関係損益 △460 △2,531 △2,071 0 0

経常利益 △376 △2,554 △2,178 134 184

当期純利益 △270 △2,043 △1,773

 

78 115
 

その他有価証券評価損益 ― △35 ―  △35 △35
 

自己資本比率 ― 9.0％程度 ―  9.0%程度 9.1％程度
※有価証券等関係損益＝国債等債券関係損益＋株式等関係損益＋金銭の信託運用損益 

※前提条件 

日経平均株価：平成 21 年 3 月末以降 7,000 円で推移。金利：平成 21 年 3月期以降、概ね横ばいで推移。 

   ※上記の自己資本比率は、本日付で公表しております「子会社における金融機能強化法に基づく株式の引受け（国による
資本参加）の決定、第三者割当増資による優先株式発行及び経営強化計画の公表並びに当社のグループ中期経営計画の

修正について」に記載の資本増強後の数値です。 

有価証券価格下落リスクの来期以降決算への影響を極小化する

ため、より積極的な減損処理等を実施 
安定的な収益体質 

に回復 
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2. 配当予想の修正について 

(1) 配当予想(1 株当たり配当金) 

 中 間 期 末 年 間 

前回発表予想 0円 未定 未定 

今回修正予想 0円 0 円 0 円 

ご参考 

前期実績(平成 20年 3月期) 10円 6円 16円 

 (注) 1株当たり配当金につきましては、平成 21年 1月 4日付で実施しました株式分割勘案後の金額を記載しております。 

 
(2)配当予想の修正理由 

安定的な配当を実施していくとの基本方針に基づき、配当の可能性を検討してまいりました

が、前述の通り今年度決算における損失が拡大する見込みになったこと、加えて、世界的に景

気が急速に悪化し、地域経済が更に厳しさを増すことが懸念される中、地域のリーディングバ

ンクとして、一段と経済環境が悪化した場合においても、適切かつ積極的な金融仲介機能を十

分発揮できるよう一層強固な財務基盤の構築が必要不可欠と判断し、誠に遺憾ではございます

が、期末配当に関しましては、無配とさせていただきたいと存じます。 
今年度中に有価証券問題に目途をつけることで、来年度以降は、安定的な収益体質に回復す

ることに加えて、今後は、本日付で公表しております「子会社における金融機能強化法に基づ

く株式の引受け（国による資本参加）の決定、第三者割当増資による優先株式発行及び経営強

化計画の公表並びに当社のグループ中期経営計画の修正について」にて開示しております経営

強化計画及びグループ中期経営計画に基づき、収益性の向上と中小企業向け金融仲介機能の一

層の強化にグループ一丸となって全力で取り組むことで、企業価値の向上と株主の皆様に対す

る安定的な配当を実現してまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。 
以上 

 
 

                        
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

札幌北洋ホールディングス 事務局 前田 ＴＥＬ011-261-2417 
 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリ

スクや不確実性が含まれています。 
実際の業績は、様々な原因によりこれらの業績予想値とは異なる可能性があります。 

 
 


