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平成２１年３月期第４四半期の有価証券評価損 

ならびに平成２１年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

１．平成 21 年３月期第４四半期における有価証券評価損について 

 

「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４四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。 

 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第４四半期会計期間（平成 21年１月１日

から平成 21年３月 31日まで）の有価証券評価損の総額（＝

イ－ロ） 

7,689 百万円 7,689 百万円

(イ)平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月

31 日まで）の有価証券評価損の総額 
19,272 百万円 19,272 百万円

(ロ)直前四半期（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 

11,583 百万円 11,583 百万円

※四半期において時価のある有価証券の評価方法は、第１四半期から第３四半期までは洗替え方式、

第４四半期は切放し方式を採用しております。 

※当行の決算期末は、３月３１日であります。 

※「その他有価証券」で時価のあるもののうち、時価が取得価額に比べて５０％以上下落した場合は

すべて減損処理を行っております。３０％から５０％下落した場合には回復の可能性を考慮して必

要と認めた額について減損処理を行っております。 

※上記減損処理後の「その他有価証券」の評価差額は、１２６億円（速報値）であります。 

 

○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  162,986 百万円 174,771 百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 4.7％ 4.3％ 

 （イ／Ｂ×１００） 11.8％ 11.0％ 

(Ｃ) 平成 20 年３月期の経常利益額 13,083 百万円 14,825 百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 58.7％ 51.8％ 

 （イ／Ｃ×１００） 147.3％ 129.9％ 

(Ｄ) 平成 20 年３月期の当期純利益額 6,954 百万円 7,186 百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 110.5％ 106.9％ 

 （イ／Ｄ×１００） 277.1％ 268.1％ 



２．平成 21 年３月期業績予想の修正について 

 

平成 21 年２月 10 日に公表しました平成 21 年３月期通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31

日）の業績予想を下記のとおり修正します。 

 

(１)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） 

【単体】                                 (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) 87,300 △1,500 △1,700 △5 円 60 銭

今 回 修 正 予 想 (Ｂ) 87,200 △12,300 △7,400 △24 円 41 銭

増 減 額 (Ｂ－Ａ) △100 △10,800 △5,700 －

増 減 率 (%) △0.1 △720.0 △335.2 －

(参考) 

前年同期実績(平成 20 年３月期) 
91,569 13,083 6,954 22 円 94 銭

 

【連結】                                 （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) 115,000 100 △1,500 △4 円 94 銭

今 回 修 正 予 想 (Ｂ) 114,600 △10,500 △7,200 △23 円 75 銭

増 減 額 (Ｂ－Ａ) △400 △10,600 △5,700 －

増 減 率 (%) △0.3 △10,600.0 △380.0 －

(参考) 

前年同期実績(平成 20 年３月期) 
123,384 14,825 7,186 23 円 70 銭

 

（２）修正の理由 

Ａ．単体業績予想修正の理由 

金融市場の低迷に伴う保有有価証券の減損処理の増加、及び直近の景況感から予防的な不良債権

の引当処理を行ったことから、経常利益及び当期純利益は、前回予想を下回る見込みとなりました。 

Ｂ．連結業績予想修正の理由 

主に単体業績予想の修正によるものであります。 

 

３．配当方針 

当行は、株主の皆さまへ安定的な配当を実施することを利益配分の基本的な方針としております。

当期の配当につきましては、当該方針に則り、１株当たり年間７円とさせていただく予定であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ご参考】 

平成 21 年３月期通期 業績予想修正の概要（単体） 

                               （単位：億円） 

 
前回発表予想 今回修正予想 増減額 

経常収益 ８７３ ８７２ △１ 

業務粗利益 ５８２ ５７４ △８ 

うち資金利益 ５３０ ５２９ △１ 

うち役務取引等利益 ７１ ６８ △３  

うち国債等債券損益 △２５ △２６ △１ 

業務純益 １４７ １２４ △２３ 

コア業務純益 １８９ １８５ △４ 

株式等損益 △９７ △１７７ △８０ 

不良債権処理額（△） △７８ △９８ △２０ 

経常利益 △１５ △１２３ △１０８ 

当期純利益 △１７ △７４ △５７ 

 

※上記の予想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おり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

以  上 


