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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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）を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
（注）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示19号）」に基づき算出しております。 
（注）21年3月期の「連結自己資本比率（国内基準）」は、速報値です。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 182,566 △9.2 △232,053 ― △242,553 ―
20年3月期 201,019 1.8 △21,562 ― 5,929 △92.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率
経常収益経常利益

率
円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △150.92 ― △52.2 △3.5 △127.1
20年3月期 2.28 2.26 0.6 △0.3 △10.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
連結自己資本比率

（国内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年3月期 6,077,330 529,607 8.7 232.51 11.60
20年3月期 7,259,076 768,060 10.6 355.01 14.29

（参考） 自己資本   21年3月期  528,959百万円 20年3月期  767,339百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 164,226 398,158 △23,978 569,017
20年3月期 △121,842 118,157 △3,897 30,611

2.  配当の状況 

（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、3ページの「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 
（注）22年3月期（予想）の普通株式の配当の水準につきましては、現在検討中であり、固まり次第ご報告いたします。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 3.50 3.50 5,775 153.5 1.0
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

65,000 △44.3 1,500 ― 2,500 ― 1.67

通期 135,000 △26.1 3,000 ― 5,000 ― 1.89
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ以下の「1.会計処理基準に関する事項」及び23ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧く
ださい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定となる基礎となる株式数については、30ページの「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  155,888,559株 20年3月期  5,131株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示19号）」に基づき算出しております。 
（注）21年3月期の「単体自己資本比率（国内基準）」は、速報値です。  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 177,811 △6.3 △235,912 ― △245,281 ―
20年3月期 189,814 0.9 △25,076 ― 3,538 △95.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △152.61 ―
20年3月期 0.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 単体自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年3月期 6,091,269 530,452 8.7 233.51 11.73
20年3月期 7,277,293 771,256 10.6 357.38 14.61

（参考） 自己資本 21年3月期  530,452百万円 20年3月期  771,256百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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、当社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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

65,000 △43.0 1,000 ― 2,000 ― 1.33

通期 130,000 △26.9 2,500 ― 5,000 ― 1.89
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（参考）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。 

配当金総額

（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 （年間）
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円　銭 百万円

20年3月期 第四回優先株式 - - - 10.00 10.00 240
第五回優先株式 - - - 7.44 7.44 1,925

21年3月期 第四回優先株式 - - - 10.00 10.00 240
第五回優先株式 - - - 7.44 7.44 1,925

22年3月期 第四回優先株式 - - - 10.00 10.00
（予想） 第五回優先株式 - - - 7.44 7.44

1株当たり配当金
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 

（当連結会計年度の経営成績） 

当連結会計年度の経常収益は、前連結会計年度と比較して（以下、前年同期比）185 億円減少し、

1,826 億円となりました。 

 うち、資金運用収益は、前年同期比135億円減少し、1,245億円となりました。これは、貸出金利息が

海外市場金利の低下等により前年同期比 55 億円減少するとともに、有価証券利息配当金についても

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

72 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 66 億円減少の 116 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 211 億円増加の 308 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 136 億円減少の 128 億円となりました。 

 経常費用は、前年同期比 1,920 億円増加して 4,146 億円となりました。 

 うち、資金調達費用は、前年同期比 167 億円減少し、667 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、当年度において、非中核業務にかかる資産の抜本的な処理を実施し、FIM Holdings LLC

（GMAC LLC 持分の 40%を所有）への投資について 358 億円の減損処理を実施したこと、CDO の減

損による追加損失98億円を計上したこと、及びヘッジファンド関連取引において、保有全ファンドの処

分方針に基づき、476 億円の損失を計上したこと等により、前年同期比 492 億円増加して 1,165 億円と

なりました。営業経費は、厳格なコスト管理に努めた結果、前年同期比 38 億円減少して 480 億円とな

りました。その他経常費用は、経済・企業動向の急速な悪化に対応して、貸倒引当金を積み増すなど

保全ならびに予防的措置を強化したことにより、与信関連費用が前年同期比 1,408 億円増加の 1,345

億円となったこと、及び ETF 投資に関する損失 320 億円を計上したこと等により、前年同期比 1,637

億円増加し 1,820 億円となりました。 

 以上の結果、経常損失は、前年同期比 2,105 億円増加し、2,321 億円となりました。 

 税金等調整前当期純損失は、前年同期比 2,226 億円増加して 2,354 億円の損失となりました。 

 法人税等調整額は、前年同期比 270 億円減少して 63 億円の損失となりました。 

以上の結果、当期純利益は前年同期比 2,485 億円減少し、2,426 億円の損失となりました。また、１

株当たり当期純損失金額は 150 円 92 銭となっております。 

（上記計数には、一部管理会計ベースの計数を含んでおります。） 

 

（次期の見通し） 

平成 22 年 3 月期における連結ベースの通期業績予想は、経常利益 30 億円、当期純利益 50 億

円としております。 
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（２）財政状態に関する分析 

 

（資産、負債並びに純資産の状況） 

総資産は、当連結会計年度中 1 兆 1,817 億円減少して 6 兆 773 億円となりました。貸出金は主に

金融・保険業向け及び不動産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）7,996 億円減少し、3 兆 4,849 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 5,256 億円減少し１兆 1,266 億円となりました。 

 負債は、前年度末比 9,433 億円減少して 5 兆 5,477 億円となりました。預金は主として個人預金の増

加により前年度末比 2,602 億円増加して 2 兆 6,256 億円、譲渡性預金は前年度末比 6,697 億円減少

して 2,842 億円となり、債券は前年度末比 5,760 億円減少して 1 兆 4,897 億円となりました。 

 純資産は、配当金の支払、当期純損失の計上、自己株式の取得等の結果、前年度末比 2,385 億円

減少して 5,296 億円となりました。 

 

（自己資本比率の状況） 

平成 21 年 3 月末の連結自己資本比率算定上の連結自己資本は、当期純損失の計上等の結果、

4,839億円となりました。また、連結ベースのリスクアセットは、貸出金の減少等により、4兆1,704億円と

なりました。 

以上の結果、経営の健全性を示す自己資本比率（国内基準、速報）は、前年度末比 2.69 ポイント

低下の 11.60％、また、Tier 1 比率は 12.58％で、当期は 2,000 億円を超える当期純損失を計上するこ

ととなりましたが、引き続き邦銀で 高水準の資本基盤を維持しています。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に貸出金の減少等の結果、1,642 億円の収入となり、投資

活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を上回ったこと

等により 3,982 億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得

及び配当金の支払等により 240 億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連

結会計年度末の残高は、前年度末比 5,384 億円増加し、5,690 億円となりました。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 

当行は、継続的な企業価値の向上と株主の皆様への適正な利益還元に努めてまいります。普通株

式の配当に関する基本方針といたしましては、中期的には、収益動向等の経営成績や将来の見通し

に加え、戦略的な投資環境等を総合的に判断した上で、当期純利益に対する配当性向を邦銀主要

行並みの水準とすることを目指してまいります。 
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なお、当期の配当に関しましては、優先株式につきましては所定の配当を実施する予定ですが、多額

の当期純損失を計上したことに鑑み、普通株式につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただく

予定です。 

 

（４）事業等のリスク 

 

当行は以下に記載するリスクの発生の可能性を認識したうえで、リスクの発生の回避および発生した

場合への対応に努める所存です。 

 

（ⅰ）事業戦略におけるリスク 

①業務戦略の変更におけるリスク 

②国内事業金融の推進におけるリスク 

③リテールバンキング業務の拡充に伴うリスク 

④地域金融機関が重要な顧客基盤であることに伴うリスク 

⑤組織の変更に伴うリスク 

⑥業務・資本提携などアライアンス推進に伴うリスク 

⑦信託業務に関するリスク 

（ⅱ）信用リスク 

①与信関連費用の増加に係るリスク 

②特定先及び特定業種への集中リスク 

③貸倒引当金が不十分となるリスク 

（ⅲ）市場リスク 

①トレーディング及び投資業務における市場リスク 

②ローン債権等に対する投資に関連するリスク 

③海外業務に関連するリスク 

④資金調達に伴うリスク 

（ⅳ）自己資本にかかるリスク 

①自己資本比率規制に関するリスク 

（ⅴ）オペレーショナル・リスク 

①リスク管理体制の構築に係るリスク 

②能力のある従業員の確保に関するリスク 

③重要な経営陣への依存に伴うリスク 

④システム障害リスク 

⑤外部業者により提供を受けている重要なサービスに係るリスク 

⑥従業員又は顧客による不正や過失等によって損失が発生するリスク 

⑦個人情報等の流出等のリスク 
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⑧財務報告に係る内部統制の構築等に関するリスク 

⑨危機管理及び業務継続に関するリスク 

⑩人事上のリスク 

（ⅵ）当行の財務に関するリスク 

①信用格付の低下が当行の業績に悪影響をもたらす可能性 

②退職給付制度及び年金資産に関連するリスク 

③繰延税金資産に関するリスク 

（ⅶ）日本の金融サービス業界に関連するリスク 

①日本及び世界の経済状況が悪化することで当行が悪影響を受けるリスク 

②日本の金融サービス市場の競争激化に係るリスク 

③金融機関として広範な規制に服していることに伴うリスク 

④各種の規制及び法制度等の変更に係るリスク 

⑤金利変動によるリスク 

（ⅷ）当行の株式に関するリスク 

①政府が当行の経営に影響を及ぼすリスク 

②既存株主の支配権に係るリスク 

③政府機関による株式の売却の可能性 

④既存株主による将来における普通株式の売却の可能性 

（ⅸ）その他 

   ①風説・風評の発生による悪影響 

 

 

２．企業集団の状況 

 

当行グループは、平成21年3月末日現在、当行及び連結子会社18社で構成され、銀行業務を中心

に、証券業務、信託業務などの金融サービスに係る事業を行っております。 

 当行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 

［銀行業務部門］ 

当行の本店及び19の支店においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等の

銀行業務及び債券業務を行っております。（ただし、支店により、一部業務を行っていない支店があり

ます。） 

 

［その他業務部門］ 

上記銀行業務のほか、当行のマーケット部門においては、商品有価証券売買業務、有価証券投資

業務等の証券業務を行っております。なお、証券投資信託の窓口販売業務については、本店及び18
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の支店において行っております。証券仲介業務につきましても本店及び一部の支店で業務を行って

おります。 

また、子会社のあおぞら信託銀行株式会社、あおぞら債権回収株式会社、あおぞら証券株式会社、

あおぞらインベストメント株式会社において、各々信託業務、債権管理回収業務、証券業務、ベンチ

ャーキャピタル業務を行っております。 

 

当連結会計年度におきまして、当行及び海外子会社が保有する貸付債権を裏付資産とする証券

化証券を発行するため、連結子会社AZB CLO 1 Limited、AZB CLO 2 Limited、AZB CLO 3 Limited

及びAZB CLO 4 Limitedを設立いたしました。 

 

なお、当行の筆頭株主である、サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー ジェネラル・パ

ートナー サーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシー（以下「CNCBALP」）は、当該株主による平

成20年10月24日までの当行普通株式の取得と、平成20年11月１７日から平成21年11月16日までの間

を取得期間として実施している当行の自己株式（普通株式）の取得による総議決権の数の減少により、

平成20年11月17日付けで、親会社に該当することとなりました。 

（親会社）

本店及び支店 （☆は連結子会社）
主な関係会社

☆ あおぞら情報システム株式会社 （システム開発業務）
☆ AZB CLO1 Limited （金銭債権取得業務）
☆ AZB CLO2 Limited （金銭債権取得業務）
☆ AZB CLO3 Limited （金銭債権取得業務）
☆ AZB CLO4 Limited （金銭債権取得業務）
☆ Aozora Asia Pacific Finance Limited （金融業）
☆ Aozora GMAC Investment Limited （投融資業務）
☆ Aozora GMAC Investment, Inc. （投融資業務）
☆ Aozora GMAC Investments LLC （投融資業務）
☆ 有限責任中間法人ｴｰｺﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ （金融業）
☆ 合同会社エーコンワン （金融業）

本店及び支店
主な関係会社

☆ あおぞら信託銀行株式会社 （信託業務）
☆ あおぞら債権回収株式会社 （債権管理回収業務）
☆ あおぞら証券株式会社 （証券業務）
☆ あおぞらインベストメント株式会社 （ベンチャーキャピタル業務）

C
N
C
B
A
L
P

その他業務部門

あ
お
ぞ
ら
銀
行

銀行業務部門

３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

   

当行は、経営の基本方針の 3 つの柱として、 

・ 顧客、株主、従業員を含む全てのステークホルダーの皆様と共に成長していくためのパートナ

ーシップ 

・ 企業価値の向上 

・ コーポレートガバナンス・内部統制・リスク管理におけるグローバルベストプラクティスの追求 
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を掲げております。 

 

（２）目標とする経営指標 

 

当行は、「経営の健全化のための計画」（平成20年8月。以下「経営健全化計画」という。）に掲げた

各種目標値を達成していくことを目指しております。 

平成 21 年3月期（銀行単体）は、海外投資等の非中核・不良資産の抜本的処理を進め、ヘッジファ

ンド投資に関する損失の計上、保有 CDO に関する追加の減損処理、及び組合出資に関して保有資

産の評価の見直しにより相当額の投資損失引当金を計上したこと等の結果、業務粗利益は計画

1,055億円に対し、実績は246億円（計画対比23.3％）に留まりました。経費は、計画470億円に対し、

実績は 442 億円となり計画を下回りましたが、業務純益は、計画 585 億円に対し 196 億円の損失とな

りました。 

不良債権処理費用については、計画では年間の不良債権処理費用を 170 億円と見込んでいたの

に対し、経済・企業動向の急速な悪化に対応して、貸倒引当金を積み増すなど保全ならびに予防的

措置を強化したことにより、平成 2１年 3 月期の不良債権処理費用は 1,287 億円と、計画を大幅に上回

りました。 

その他、FIM Holdings LLC への投資の減損処理、ETF 投資ポジションの処分に伴う損失、経営のリ

ストラクチャリングに伴う費用の計上や将来課税所得の水準を保守的に見積もったことによる繰延税金

資産の取崩し等により、平成 21 年 3 月期の当期純利益は 2,453 億円の当期損失（計画は 106 億円

の利益）となり、誠に遺憾ながら経営健全化計画の収益計画を 2 年連続で下回る結果となりました。 

 

（３）対処すべき課題 

 

当行は、現在の厳しい経営環境に対応し、来期以降の黒字体質への転換を確実なものとするため

に、平成 20 年度において、海外投資等非中核・不良資産の抜本的な処理を実施いたしました。具体

的には、GMAC 関連投資、CDO 投資、ヘッジファンド投資、並びに ETF 投資については、必要な処

理をおおむね完了させたほか、将来にわたって管理を要する資産等についても、平成 20 年度中に適

切な引当てを実施したことから、平成 20 年度の当期純利益は△2,426 億円の大幅な損失を計上する

こととなりました。しかしながら、当行の平成 21 年 3 月末における連結自己資本比率(速報ベース)は

11.60％、Tier １比率も 12.58％と、引き続き邦銀 高レベルを維持しており、今後、豊富な自己資本

の活用と抜本的な事業リストラクチャリングによって、国内事業金融を中心とするビジネスモデルへの

転換に取り組んで参ります。 

具体的には、ビジネスモデルの迅速かつ安定的な転換を確かなものとするために経営体制を強化

するとともに、安定的な収益構造をもつ国内事業金融を中心としたビジネスモデルへと可及的速やか

に移行いたします。 

当行は、これまでに培った高度な事業金融技術と、創立以来築きあげた国内顧客基盤を結合し、

安定的な収益構造を持つ、より多くのお客さまから選ばれる付加価値を創造する銀行を目指します。
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経営資源を国内業務にシフトし、お取引先企業や事業のニーズに迅速かつ、きめ細かく対応するオ

ーダーメイド型のファイナンスをさらに強化してまいります。 

また、より多くの国内企業のお客さまの資金調達ニーズに安定的にお応えしていくために、市場性

調達への依存度を引き下げる一方、安定的な資金調達が期待できる個人調達の拡大を目指します。

中長期的には、個人調達比率を 50％以上にまで向上させてまいります。具体的取組としては、インタ

ーネットバンキングの展開（平成 21 年 4 月開始）やリテール顧客基盤を有する金融機関や事業法人と

の業務・資本提携を推進いたします。 

平成 20 年 8 月 25 日に金融庁に提出した「経営の健全化のための計画」につきましては、誠に遺憾

ながら当年度は大幅な未達となりましたが、当行といたしましては、引き続き、持続的な収益基盤の構

築と経営基盤の一層の強化に全力で取り組んでまいります。また、残る公的資金の返済についても経

営の 優先課題として位置づけており、厳しい経営環境ではありますが、収益の黒字基調を確保し、

早期返済の実現に努めてまいります。 

平成 21 年 3 月末における、当行の連結自己資本比率は 11.60％と、邦銀 高レベルを維持してい

るとともに、同時点において１兆円を超える流動性バッファーを維持しております。当行は引き続き金

融仲介機能を促進させ、多様なお客さまの資金調達ニーズに安定的にお応えすることにより、中長期

的な成長を実現することができると考えております。 

当行は、長期的視野における企業価値向上のための戦略的な提携や、資本政策を含めた様々な

方策を引き続き検討してまいります。 
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４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 （単位：百万円）前連結会計年度 (平成20年３月31日) 当連結会計年度 (平成21年３月31日) 資産の部   現金預け金 117,761 672,466 コールローン及び買入手形 239,004 140,000 債券貸借取引支払保証金 376,361 51,143 買入金銭債権 129,632 89,020 特定取引資産 216,157 373,771 金銭の信託 9,582 6,106 有価証券 1,652,171 1,126,595 貸出金 4,284,498 3,484,945 外国為替 17,055 19,143 その他資産 141,567 153,389 有形固定資産 23,476 24,711 建物 11,711 11,087 土地 9,448 9,348 リース資産  2,246 その他の有形固定資産 2,316 2,027 無形固定資産 13,034 10,134 ソフトウエア 12,934 10,049 その他の無形固定資産 99 84 債券繰延資産 531 267 繰延税金資産 48,139 41,054 支払承諾見返 42,480 27,584 貸倒引当金 △51,594 △129,833 投資損失引当金 △783 △13,169 資産の部合計 7,259,076 6,077,330 負債の部   預金 2,365,462 2,625,614 譲渡性預金 953,910 284,220 債券 2,065,648 1,489,693 コールマネー及び売渡手形 259,466 110,000 売現先勘定 16,468 15,587 債券貸借取引受入担保金 172,527 40,549 特定取引負債 103,472 246,740 借用金 237,215 412,697 外国為替 1 1 社債 123,975 115,034 その他負債 128,897 158,352 賞与引当金 3,768 1,589 退職給付引当金 16,442 17,750 役員退職慰労引当金 193 141 オフバランス取引信用リスク引当金 1,086 2,163 支払承諾 42,480 27,584 負債の部合計 6,491,016 5,547,722 
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（単位：百万円）前連結会計年度 (平成20年３月31日) 当連結会計年度 (平成21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 347,235 96,694 自己株式 △1 △15,650 株主資本合計 800,348 534,158 その他有価証券評価差額金 △27,755 △778 繰延ヘッジ損益 2,623 3,630 為替換算調整勘定 △7,877 △8,050 評価・換算差額等合計 △33,009 △5,199 少数株主持分 720 648 純資産の部合計 768,060 529,607 負債及び純資産の部合計 7,259,076 6,077,330 
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（２）連結損益計算書 （単位：百万円）前連結会計年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 経常収益 201,019 182,566 資金運用収益 138,026 124,503 貸出金利息 102,635 97,137 有価証券利息配当金 27,404 20,211 コールローン利息及び買入手形利息 934 828 債券貸借取引受入利息 1,706 802 預け金利息 3,110 1,177 その他の受入利息 2,235 4,345 役務取引等収益 18,221 11,572 特定取引収益 9,726 30,840 その他業務収益 26,393 12,801 その他経常収益 8,650 2,849 経常費用 222,581 414,620 資金調達費用 83,376 66,663 預金利息 17,252 20,617 譲渡性預金利息 5,250 3,952 債券利息 17,373 21,648 コールマネー利息及び売渡手形利息 6,124 2,388 売現先利息 1,166 715 債券貸借取引支払利息 7,691 3,924 借用金利息 1,856 2,470 社債利息 1,813 1,941 その他の支払利息 24,846 9,005 役務取引等費用 1,619 1,504 特定取引費用 327 39 その他業務費用 67,265 116,459 営業経費 51,734 47,970 その他経常費用 18,259 181,982 貸倒引当金繰入額 － 80,508 オフバランス取引信用リスク引当金繰入額 － 1,076 その他の経常費用 18,259 100,397 経常損失（△） △21,562 △232,053 特別利益 10,952 119 固定資産処分益 544 － 貸倒引当金戻入益 9,790 － 償却債権取立益 331 119 オフバランス取引信用リスク引当金戻入益 285 － 特別損失 2,178 3,465 固定資産処分損 2,178 1,572 減損損失 － 1,892 税金等調整前当期純損失（△） △12,787 △235,399 法人税、住民税及び事業税 1,902 872 法人税等調整額 △20,715 6,305 法人税等合計  7,178 少数株主利益又は少数株主損失（△） 96 △24 当期純利益又は当期純損失（△） 5,929 △242,553 
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（３）連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）前連結会計年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 株主資本   資本金   前期末残高 419,781 419,781 当期末残高 419,781 419,781 資本剰余金   前期末残高 33,333 33,333 当期末残高 33,333 33,333 利益剰余金   前期末残高 346,410 347,235 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 連結範囲の変動 － △46 当期純利益又は当期純損失（△） 5,929 △242,553 当期変動額合計 825 △250,541 当期末残高 347,235 96,694 自己株式   前期末残高 △0 △1 当期変動額   自己株式の取得 △1 △15,648 当期変動額合計 △1 △15,648 当期末残高 △1 △15,650 株主資本合計   前期末残高 799,524 800,348 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 連結範囲の変動 － △46 当期純利益又は当期純損失（△） 5,929 △242,553 自己株式の取得 △1 △15,648 当期変動額合計 824 △266,189 当期末残高 800,348 534,158 
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（単位：百万円）前連結会計年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金   前期末残高 △6,774 △27,755 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,980 26,976 当期変動額合計 △20,980 26,976 当期末残高 △27,755 △778 繰延ヘッジ損益   前期末残高 △2,378 2,623 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,002 1,006 当期変動額合計 5,002 1,006 当期末残高 2,623 3,630 為替換算調整勘定   前期末残高 1,392 △7,877 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,269 △173 当期変動額合計 △9,269 △173 当期末残高 △7,877 △8,050 評価・換算差額等合計   前期末残高 △7,760 △33,009 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,248 27,809 当期変動額合計 △25,248 27,809 当期末残高 △33,009 △5,199 少数株主持分   前期末残高 717 720 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △72 当期変動額合計 3 △72 当期末残高 720 648 純資産合計   前期末残高 792,480 768,060 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 連結範囲の変動 － △46 当期純利益又は当期純損失（△） 5,929 △242,553 自己株式の取得 △1 △15,648 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,244 27,737 当期変動額合計 △24,420 △238,452 当期末残高 768,060 529,607 
15
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）前連結会計年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー   税金等調整前当期純損失（△） △12,787 △235,399 減価償却費 4,824 4,677 減損損失 － 1,892 貸倒引当金の増減（△） △10,847 78,310 投資損失引当金の増減額（△は減少） 221 12,386 賞与引当金の増減額（△は減少） △412 △2,154 退職給付引当金の増減額（△は減少） △355 1,308 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 193 △52 オフバランス取引信用リスク引当金の増加額（△は減少額） △285 1,076 資金運用収益 △138,026 △124,503 資金調達費用 83,376 66,663 有価証券関係損益（△） 51,185 52,223 金銭の信託の運用損益（△は運用益） △622 △215 為替差損益（△は益） 107,036 47,200 固定資産処分損益（△は益） 1,633 1,572 特定取引資産の純増（△）減 △148,637 △157,614 特定取引負債の純増減（△） 38,966 143,268 貸出金の純増（△）減 △646,505 772,498 預金の純増減（△） 34,537 260,151 譲渡性預金の純増減（△） 50,930 △669,690 債券の純増減（△） 615,122 △575,954 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 13,400 175,482 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 4,189 △17,256 コールローン等の純増（△）減 △64,735 139,616 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △94,447 325,218 コールマネー等の純増減（△） △71,014 △150,347 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 26,279 △131,977 外国為替（資産）の純増（△）減 △8,471 △2,088 外国為替（負債）の純増減（△） △0 △0 普通社債発行及び償還による増減（△） 23,207 △8,941 資金運用による収入 135,179 126,594 資金調達による支出 △87,540 △63,896 その他 △27,153 95,969 小計 △121,560 166,023 法人税等の支払額 △281 △1,796 営業活動によるキャッシュ・フロー △121,842 164,226 
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（単位：百万円）前連結会計年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー   有価証券の取得による支出 △3,238,178 △2,684,527 有価証券の売却による収入 1,096,330 1,724,159 有価証券の償還による収入 2,263,265 1,361,297 金銭の信託の増加による支出 △14,544 △31,104 金銭の信託の減少による収入 15,010 33,784 有形固定資産の取得による支出 △1,459 △940 無形固定資産の取得による支出 △3,871 △4,510 有形固定資産の売却による収入 1,301 － 無形固定資産の売却による収入 302 － 投資活動によるキャッシュ・フロー 118,157 398,158 財務活動によるキャッシュ・フロー   劣後特約付社債の発行による収入 1,300 － リース債務返済による支出  △339 配当金の支払額 △5,103 △7,941 少数株主への配当金の支払額 △92 △47 自己株式の取得による支出 △1 △15,648 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,897 △23,978 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,583 538,406 現金及び現金同等物の期首残高 38,194 30,611 現金及び現金同等物の期末残高 30,611 569,017 
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（５）継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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連結財務諸表の作成方針 
（1） 連結の範囲に関する事項  
①  連結される子会社及び子法人等   18 社 

     主要な会社名 
      あおぞら信託銀行株式会社 
      あおぞら債権回収株式会社 
      Aozora GMAC Investment Limited 
         Aozora GMAC Investments LLC 
         AZB CLO 1 Limited 
         AZB CLO 2 Limited 
         AZB CLO 3 Limited 

当連結会計年度より AZB CLO 1 Limited、AZB CLO 2 Limited、AZB CLO 3 Limited 及び
AZB CLO 4 Limited は、新規設立により連結しております。 
なお、当連結会計年度において、あおぞらソフトウェア株式会社は、あおぞら情報シス

テム株式会社との合併により、連結の範囲から除外しております。 
また、Aozora Investment Management Limited 及び当連結会計年度に設立した合同会

社エーコンツーは、清算手続き中であり、当連結会計年度末における重要性が乏しくなっ
たため、連結の範囲から除外しておりますが、当連結会計年度末までの損益計算書及びキ
ャッシュ・フロー計算書を連結しております。 

②   非連結の子会社及び子法人等 
     主要な会社名 
      エヌ・シー・エム・インベストメント株式会社 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政
状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範
囲から除外しております。 

（2）  持分法の適用に関する事項 
①   持分法適用の非連結の子会社及び子法人等   0 社 
②   持分法適用の関連法人等           0 社 
③   持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 
    主要な会社名 

      エヌ・シー・エム・インベストメント株式会社 
④   持分法非適用の関連法人等    

主要な会社名 
Vietnam International Leasing，Co.，Ltd. 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益（持分に見合   
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用の対象から除いても
連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の適用の対象から除いております。 

（3）  連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 
①   連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 
    2 月末日     2 社 
    3 月末日     16 社 
②  連結される子会社及び子法人等は、それぞれの決算日の財務諸表により連結しておりま

す。連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行
っております。 

（4）  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 
連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採

用しております。 
（5）  のれん及び負ののれんの償却に関する事項 
    のれん及び負ののれんの償却については、重要性が乏しいため発生年度に全額償却して

おります。 
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記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
１．会計処理基準に関する事項 
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間
の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引について
は、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」
に計上するとともに、当該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を連結損
益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。  
 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 
(ｲ)有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）につ
いては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平
均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法
非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価の
あるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均
法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により
行っております。 
 ただし、在米連結子会社である Aozora GMAC Investments LLC は、有限責任会社への投資
について、持分法に準じた評価を行っております。 
  投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、主として、
組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、
組合等の純資産及び純損益を当行並びに連結される子会社及び子法人等の出資持分割合に
応じて、資産及び収益・費用として計上しております。 
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（追加情報） 
当連結会計年度末における変動利付国債の時価については、「金融資産の時価の算定に関

する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第 25 号平成 20 年 10 月 28 日）
を考慮し、合理的に算定された価額によっております。これにより、市場価格により評価
した場合と比べ、「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」はそれぞれ 8,514 百万
円増加しております。 
なお、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くことにより算定しており、
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。 
(ﾛ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(ｲ)と同じ方法に
より行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

(4) 減価償却の方法 
①有形固定資産（リース資産を除く） 
 当行の有形固定資産の減価償却は、建物については定額法、その他については定率法を採
用しております。 
 主な耐用年数は次のとおりであります。 
  建 物    15 年～50 年 
  その他    5 年～15 年 
 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、
主として定率法により償却しております。 
②無形固定資産（リース資産を除く） 
 無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として 5
年）に基づいて償却しております。 
③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中
のリース資産は、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。 
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(5) 繰延資産の処理方法 
当行の繰延資産は、次のとおり償却しております。 
(ｲ)「債券繰延資産」のうち債券発行費用は債券の償還期間にわたり定額法により償却して
おります。 
(ﾛ)「その他資産」のうち社債発行費については社債の償還期間にわたり定額法により償却
しております。 

(6) 貸倒引当金の計上基準 
 当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
処理しております。 
 破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者及びそれと同等の状況に
ある債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収
可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。なお、
当連結会計年度末現在、取立不能見込額として直接減額した金額は48,346百万円であります。 
 現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込
額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認めた額を貸倒引
当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当
初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシ
ュ・フロー見積法）により引き当てております。 
 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率
に基づき、貸倒引当金を計上しております。ただし、今後の管理に注意を要する債務者で与
信額が一定額以上の大口債務者については、キャッシュ・フロー見積法により、予想損失を
見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しておりま
す。 
 なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を
特定海外債権引当勘定として計上することとしております。 
 すべての債権は、内部格付規則及び自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分
と整合的な内部格付について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関
連部署から独立した検証部署が内部格付の妥当性を含めた与信管理について検証を実施し
ております。また、別途、連結会計年度末時点の内部格付及び債務者区分について、検証部
署が抽出により検証を実施しております。 
 上記手続きによる連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・
引当額を算定し、検証部署が償却・引当額の 終算定並びに検証を行っております。 
 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を
勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引当又は償却を行っております。 

(7) 投資損失引当金の計上基準 
 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を
勘案して必要と認められる額を計上しております。 

(8) 賞与引当金の計上基準 
 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額
のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

(9) 退職給付引当金の計上基準 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び
数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務    その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 
（9 年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数（5 年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

(10)役員退職慰労引当金の計上基準 
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上
しております。 
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(11)オフバランス取引信用リスク引当金の計上基準  
オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約等の融

資未実行額に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失
率又は個別の見積もりによる予想損失額を計上しております。 

(12)外貨建資産・負債の換算基準 
当行の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連法人等株式を

除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
 連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の
為替相場により換算しております。 
 在外連結子会社及び子法人等の収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における少数株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しておりま
す。 

(13)リース取引の処理方法 
当行及び国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、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もの
については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

(14)重要なヘッジ会計の方法 
(ｲ)金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に
おける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第 24 号平成 14 年 2 月 13 日）に規定する繰延ヘッジによっておりま
す。相場変動を相殺するヘッジについてのヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対
象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎
にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

(ﾛ)為替変動リスク・ヘッジ 
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公
認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号平成 14 年 7 月 29 日）に規定する繰延ヘッジに
よっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す

る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で
ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを
確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前に

ヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベー
スで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジ
を適用しております。 

(ﾊ)連結会社間取引等 
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取

引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等
に対して、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号及び同報告第25号に基づき、
恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運
営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び
費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 

(15)消費税等の会計処理 
当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 
 
２．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」
のうち現金及び日本銀行への預け金であります。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
（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、当連結会計年度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。 

 
（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から適用されることになったことに伴い、
当連結会計年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 
 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2,246百万円、「その他
負債」中のリース債務は2,013百万円増加しております。なお、これによる損益への影響は軽微
であります。 
 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
１．関係会社の株式（及び出資）総額（連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資）を除
く） 7,461 百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている
有価証券はありません。 

無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに
現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として
受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は 62,753 百万円、再貸付けに供し
ている有価証券はなく、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有しているものは 51,430 百
万円であります。 

３．貸出金のうち､破綻先債権額は 43,030 百万円、延滞債権額は 113,093 百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか
った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のう
ち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる
事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、3 ヵ月以上延滞債権に該当するものはありません。 
なお、3 ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3 月以上

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 14,165 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3 ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 170,289 百万円であります。 
なお、上記 3．から 6．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処
理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由
に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、577 百万円であります。 

８．ローン・パーティシペーションで、平成 7 年 6 月 1 日付日本公認会計士協会会計制度委員
会報告第 3 号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出金の元本の連結会
計年度末残高の総額は、65,645 百万円であります。 
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９．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 

有価証券                         326,929 百万円 
貸出金                           351,669 

担保資産に対応する債務 
預金      13,000 百万円 
コールマネー及び売渡手形      80,000  
売現先勘定            15,587  
債券貸借取引受入担保金            40,549  
借用金                           313,797  

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用と
して、現金預け金 1,630 百万円、有価証券 100,586 百万円及びその他資産 9,815 百万円を差
し入れております。 

１０．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資
金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
488,379 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが 385,075 百万円であ
ります。 

１１．有形固定資産の減価償却累計額  22,261 百万円 
１２．有形固定資産の圧縮記帳額         886 百万円 
１３．社債には、劣後特約付社債 1,300 百万円が含まれております。 
１４．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社 

債に対する保証債務の額は 9,265 百万円であります。 
１５．1 株当たりの純資産額 232 円 51 銭 
１６．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転

外ファイナンス・リース契約により使用しております。 
１７．退職給付制度は、退職一時金制度及び企業年金基金制度により構成されております。当連

結会計年度末の退職給付債務に関する事項は以下のとおりであります。 
退職給付債務         △43,192 百万円 
年金資産            18,192 
未積立退職給付債務      △24,999 
未認識数理計算上の差異      7,804 
未認識過去勤務債務        △555 
連結貸借対照表計上額純額   △17,750 
退職給付引当金  △17,750 
 

当連結会計年度の退職給付費用に関する事項は以下のとおりであります。 
勤務費用             1,696 百万円 
利息費用              752 
期待運用収益           △740 
数理計算上の差異の損益処理額    922 
過去勤務債務の損益処理額     △187 
その他      2,113 
退職給付費用           4,556 

（注）上記「その他」には、割増退職金 1,965 百万円を含んでおります。 
 
（連結損益計算書関係） 
１．「その他の経常費用」には、貸出金償却 45,875 百万円、株式等売却損 35,184 百万円及び

株式等償却 380 百万円を含んでおります。 
２．1 株当たり当期純損失金額 150 円 92 銭 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （単位：千株） 

 前連結会

計年度末

株式数 

当連結会

計年度増

加株式数

当連結会

計年度減

少株式数

当連結会

計年度末

株式数 

摘要 

発行済株式   

 普通株式 1,650,147 － － 1,650,147  

 第四回優先株式 24,072 － － 24,072  

第五回優先株式 258,799 － － 258,799  

 合計 1,933,018 － － 1,933,018  

自己株式   

 普通株式 5 155,883 － 155,888 （注 1） 

  合計 5 155,883 － 155,888  

（注 1）自己株式の当連結会計年度増加株式数のうち、155,875 千株は、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、当連結会計年度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、
残りの増加数は、単元未満株式の買取請求により取得したことによるものであります。 

 
２．配当に関する事項 
（１）当連結会計年度中の配当金支払額 

 

（決議） 

株式の種類 配当金の総額 1 株当たりの

金額 

基準日 効力発生日 

普通株式 5,775 百万円 3 円 50 銭 平成 20 年 3 月 31 日 平成20年 6月27日

第四回優先株式 240 百万円 10 円 平成 20 年 3 月 31 日 平成20年 6月27日

平成 20 年 5

月 23 日取締

役会 第五回優先株式 1,925 百万円 7 円 44 銭 平成 20 年 3 月 31 日 平成20年 6月27日

 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末

日後となるもの 

 

（決議） 

株式の種類 配当金の総額 1 株当たりの

金額 

基準日 効力発生日 

第四回優先株式 240 百万円 10 円 平成21年 3月 31日 平成21年 6月29日平成 21 年 5

月 28 日取締

役会におい

て決議予定

であります 

第五回優先株式 1,925 百万円 7 円 44 銭 平成21年 3月 31日 平成21年 6月29日

なお、配当原資は、その他利益剰余金とする予定としております。 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係注記） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

 （単位：百万円） 

現金預け金勘定            672,466 

預け金（日本銀行預け金を除く） △103,448 

現金及び現金同等物           569,017 
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（有価証券関係） 
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「買入金銭債

権」中の信託受益権の一部が含まれております。 
 

１．売買目的有価証券（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
 連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 
売買目的有価証券 41,384 △3,898

 
 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
  

 連結貸借対照
表計上額 

（百万円） 

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

うち益 
（百万円） 

うち損 
（百万円）

国債 29 30 0 0 -

合計 29 30 0 0 -

    （注）１． 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 
       ２． 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
 
３．その他有価証券で時価のあるもの（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

 取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

評価差額 
（百万円）

うち益 
（百万円） 

うち損 
（百万円）

 
株式 1,897 1,823 △74 104 178

債券   711,456 714,339 2,882 4,031 1,149

国債 701,988 705,169 3,180 3,990 810

地方債 4,819 4,848 29 39 9

社債 4,648 4,321 △327 2 329

その他 158,319 145,208 △13,111 2,053 15,165

 外国債券 148,384 135,661 △12,722 1,790 14,513

 その他 9,935 9,546 △388 263 652

合計 871,673 861,370 △10,303 6,190 16,493

（注）１． 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基
づく時価により計上したものであります。 

２． 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
３． 「有価証券」に含まれる投資事業有限責任組合等への出資について、当

該組合等の構成資産のうち、その他有価証券に該当するため時価評価した
ものは、上記「その他」に含めております。 

       ４． 上記の評価差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益
に反映させた額は 9,524 百万円（費用）であります。 

（追加情報） 
１．当連結会計年度末における変動利付国債の時価については、「金融資

産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対
応報告第 25 号平成 20 年 10 月 28 日）を考慮し、合理的に算定された価
額によっております。これにより、市場価格により評価した場合と比べ、
「有価証券」及び「その他有価証券評価差額金」はそれぞれ 8,514 百万
円増加しております。 
なお、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
いて割り引くことにより算定しており、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。 
 

２．従来、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券について、種類に
かかわらず、時価が取得原価に比べて 30％程度以上下落した場合には、
原則として、時価が著しく下落し、かつ、回復の見込みがないものと判
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断し、減損処理を行っておりましたが、当連結会計年度から有価証券の
発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、減損
処理の要否について判断を行う方法に変更いたしました。この変更は、
保有有価証券の多様化に伴い、各期の経営成績をより適切に表示する観
点から時価のある有価証券の減損の基準をより実態に即した基準に変
更したものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比
較して、経常損失及び税金等調整前当期純損失は 623 百万円減少してお
ります。 
当該有価証券の期末時価が、取得原価または償却原価のおおむね 50%

を下回っている場合は、時価が著しく下落したものと判断しております
が、有価証券の発行会社の区分が以下のものについては、償却引当基準
等において、次のとおり定めております。 
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先   時価が取得原価に比べて下落 
要注意先              時価が取得原価に比べて

30％程度以上下落 
正常先               時価が取得原価に比べて

50％程度以上下落 
但し、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時

価が取得原価に比べて 30％程度以上下落した場合は、著しく下落した
ものと判断しております。 

また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下
で推移しているような銘柄については、原則として著しく下落したもの
と判断しております。 

なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生して
いる発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破
綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要
する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破
綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 

なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある外国債
券等について 3,969 百万円減損処理を行っております。その他に、時価
のあるその他有価証券のうち、処分予定のものについて、評価差損
2,526 百万円を損失処理しております。 

 
４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年

3 月 31 日） 
    該当ありません。 
 
５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月

31 日） 
 
 
 
 
 

 売却額（百万円） 売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

その他有価証券 1,701,261 4,438 46,382
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６．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成 21 年 3 月 31 日
現在） 

内容 金額（百万円） 

非連結の子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（出資）
 子会社・子法人等株式 
 関連法人等株式 
 組合等出資金 

256
131

7,074

その他有価証券 
 非上場株式 
 非上場外国証券 
 非上場債券 
 信託受益権 
 組合等出資金 
 その他 

27,565
65,149
45,553
45,330
79,571

10

 
７．保有目的を変更した有価証券 

売買目的有価証券4,206百万円の保有区分を変更し、その他有価証券に区分しております。
これによる損益への影響はありません。 

 
８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成 21 年 3

月 31 日現在） 
 1 年以内 

（百万円） 
1 年超 5 年以内
（百万円） 

5 年超 10 年以
内（百万円） 

10 年超 
（百万円） 

債券 355,045 201,005 81,960 121,910

 国債 345,076 166,622 71,637 121,861

 地方債 95 1,189 3,863 49

 社債 9,872 33,193 6,459 -

その他 16,444 100,201 68,956 54,902

 外国債券 16,444 76,353 43,715 53,471

 その他 - 23,847 25,240 1,430

合計 371,490 301,206 150,917 176,812

 
 
 

（金銭の信託関係） 
 
１．運用目的の金銭の信託（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

 連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 5,561 － 

 
 
２．満期保有目的の金銭の信託（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

該当ありません。 
 
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

 取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計

上額 
(百万円)

評価差額
（百万円）

うち益 
（百万円） 

うち損 
（百万円）

その他の金銭の信託 544 544 － － －
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セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

　　当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

　　連結会社は銀行業以外に一部で信託等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに

　占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

(2)所在地別セグメント情報

　　当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

（単位：百万円）

日本 米州 欧州 アジア 計 消去又は全社 連結

Ⅰ経常収益

　(1)外部顧客に対する経常収益 159,116   8,742     9,772     4,934     182,566   -         182,566   

  (2)セグメント間の内部経常収益 10,656    -         1,371     136       12,164    △12,164  -         

　計 169,773   8,742     11,144    5,070     194,731   △12,164  182,566   

　経常費用 358,027   36,116    27,152    6,963     428,259   △13,639  414,620   

　経常利益又は経常損失（△） △188,254 △27,373  △16,008  △1,892   △233,528 1,475     △232,053 

Ⅱ資産 6,073,635 2,183     378,408   59,536    6,513,763 △436,433 6,077,330 

（注）１．当行の本支店及び連結子会社について、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と

　　　　地域毎に区分のうえ、一般企業の売上高及び営業利益又は営業損失（△）に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益又は

　　　　経常損失（△）を記載しております。

　　　２．「米州」には米国及び英国領ケイマン諸島が属しております。「欧州」にはルクセンブルグ、アイルランド等が属しております。

　　　　「アジア」には香港が属しております。

　　　３．米州及び欧州の経常費用のうち、それぞれのセグメントに属する連結子会社が発行し親会社が保有している社債に

　　　　関する資金調達費用は、親会社の国際業務に係る平均資金調達利回りを基準として計算しております。

(3)海外経常収益

　　当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ海外経常収益 23,449

Ⅱ連結経常収益 182,566

Ⅲ海外経常収益の連結経常収益に占める割合 12.8%

（注）１．一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。

　　　２．海外経常収益は、当行の在外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、

　　　　こうした膨大な取引を相手先別に区分してないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。
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1株当たり情報

当連結会計年度
（自平成20年4月1日
至平成21年3月31日）

1株当たり純資産額 円 232.51

1株当たり当期純利益（△は純損失）金額 円 △ 150.92

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 円 -

当連結会計年度
（自平成20年4月1日
至平成21年3月31日）

純資産の部の合計額 百万円 529,607

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 182,166

　うち優先株式の払込金額 百万円 179,351

　うち優先配当額 百万円 2,166

　うち少数株主持分 百万円 648

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 347,441

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 千株 1,494,258

当連結会計年度
（自平成20年4月1日
至平成21年3月31日）

　当期純利益（△は純損失） 百万円 △ 242,553

　普通株主に帰属しない金額 百万円 2,166

　　うち優先配当額 百万円 2,166

　普通株式に係る当期純利益（△は純損失） 百万円 △ 244,719

　普通株式の期中平均株式数 千株 1,621,431

　当期純利益調整額 百万円 -

　　うち優先配当額 百万円 -

　普通株式増加数 千株 -

　　うち優先株式 千株 -

重要な後発事象

　　該当事項はありません。

開示の省略

　　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、デリバティブ取引及び退職給付の一部に関する注記事項
　については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。
　　また、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、該当事項はありません。

*なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当連結会計年度は純損失が計上されているの
で、記載しておりません。

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

1株当たり当期純利益（△は純損失）金額

(注2) 1株当たり当期純利益（△は純損失）金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基
礎は、次のとおりであります。

(注1) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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５．個別財務諸表 （１）貸借対照表 （単位：百万円）前事業年度 (平成20年３月31日) 当事業年度 (平成21年３月31日) 資産の部   現金預け金 97,588 659,096 現金 14,234 33,457 預け金 83,353 625,639 コールローン 239,004 140,000 債券貸借取引支払保証金 376,361 51,143 買入金銭債権 86,432 57,636 特定取引資産 216,498 374,708 商品有価証券 0 0 特定取引有価証券派生商品 20 13 特定金融派生商品 216,477 374,693 金銭の信託 7,690 4,542 有価証券 2,090,937 1,479,980 国債 881,438 705,169 地方債 2,590 5,197 社債 62,207 45,514 株式 43,507 41,021 その他の証券 1,101,193 683,077 貸出金 3,950,334 3,194,302 割引手形 2,510 577 手形貸付 219,766 145,281 証書貸付 3,423,030 2,913,598 当座貸越 305,027 134,844 外国為替 15,108 19,143 外国他店預け 15,108 19,143 その他資産 141,965 152,588 前払費用 283 350 未収収益 15,967 11,495 先物取引差金勘定 842 12 金融派生商品 75,078 78,306 社債発行費 232 150 その他の資産 49,560 62,273 有形固定資産 21,580 24,228 建物 11,363 10,925 土地 9,095 9,095 リース資産  2,238 その他の有形固定資産 1,121 1,968 無形固定資産 13,497 10,836 ソフトウエア 13,407 10,754 その他の無形固定資産 89 82 債券繰延資産 531 267 債券発行費用 531 267 繰延税金資産 47,273 40,175 支払承諾見返 41,140 26,247 貸倒引当金 △52,149 △130,051 投資損失引当金 △16,501 △13,575 資産の部合計 7,277,293 6,091,269 
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（単位：百万円）前事業年度 (平成20年３月31日) 当事業年度 (平成21年３月31日) 負債の部   預金 2,406,331 2,661,878 当座預金 27,835 92,199 普通預金 284,059 227,762 通知預金 8,806 14,272 定期預金 2,058,829 2,287,300 その他の預金 26,801 40,344 譲渡性預金 953,910 284,220 債券 2,069,648 1,489,693 債券発行高 2,069,648 1,489,693 コールマネー 259,466 110,000 売現先勘定 16,468 15,587 債券貸借取引受入担保金 172,527 40,549 特定取引負債 103,472 246,740 特定取引有価証券派生商品 27 4 特定金融派生商品 103,444 246,735 借用金 237,200 412,697 借入金 237,200 412,697 外国為替 1 1 外国他店預り 1 1 社債 99,975 96,684 その他負債 125,719 156,166 未払法人税等 449 157 未払費用 23,256 25,354 前受収益 1,847 1,235 先物取引差金勘定 3 20 金融派生商品 56,284 62,105 リース債務  2,004 その他の負債 43,879 65,287 賞与引当金 3,212 1,268 退職給付引当金 15,619 16,177 役員退職慰労引当金 163 103 オフバランス取引信用リスク引当金 1,181 2,800 支払承諾 41,140 26,247 負債の部合計 6,506,037 5,560,816 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 343,030 89,807 利益準備金 5,865 7,453 その他利益剰余金 337,165 82,354 繰越利益剰余金 337,165 82,354 自己株式 △1 △15,650 株主資本合計 796,143 527,271 その他有価証券評価差額金 △27,510 △449 繰延ヘッジ損益 2,623 3,630 評価・換算差額等合計 △24,886 3,180 純資産の部合計 771,256 530,452 負債及び純資産の部合計 7,277,293 6,091,269 
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（２）損益計算書 （単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 経常収益 189,814 177,811 資金運用収益 131,930 122,501 貸出金利息 72,710 77,779 有価証券利息配当金 52,500 37,888 コールローン利息 930 777 債券貸借取引受入利息 1,706 802 買入手形利息 4 50 預け金利息 1,846 858 金利スワップ受入利息 － 366 その他の受入利息 2,231 3,978 役務取引等収益 15,322 10,410 受入為替手数料 209 197 その他の役務収益 15,113 10,213 特定取引収益 9,790 31,408 商品有価証券収益 0 0 特定金融派生商品収益 9,790 31,408 その他業務収益 25,400 11,483 外国為替売買益 3,853 － 国債等債券売却益 2,325 3,445 国債等債券償還益 1,626 － 金融派生商品収益 － 472 その他の業務収益 17,593 7,565 その他経常収益 7,370 2,008 株式等売却益 4,228 1,064 金銭の信託運用益 544 53 その他の経常収益 2,598 890 経常費用 214,890 413,723 資金調達費用 83,423 67,145 預金利息 17,419 20,828 譲渡性預金利息 5,250 3,952 債券利息 17,409 21,648 コールマネー利息 6,124 2,388 売現先利息 1,166 715 債券貸借取引支払利息 7,691 3,924 借用金利息 1,855 2,470 社債利息 1,658 1,655 金利スワップ支払利息 24,775 8,818 その他の支払利息 70 742 役務取引等費用 1,534 1,504 支払為替手数料 90 103 その他の役務費用 1,444 1,401 特定取引費用 327 39 特定取引有価証券費用 327 39 
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（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) その他業務費用 53,264 82,616 外国為替売買損 － 2,971 国債等債券売却損 6,092 10,418 国債等債券償却 42,881 10,456 債券発行費用償却 416 399 社債発行費償却 77 82 金融派生商品費用 604 － その他の業務費用 3,192 58,287 営業経費 46,874 44,935 その他経常費用 29,466 217,483 貸倒引当金繰入額 － 79,795 貸出金償却 614 41,145 オフバランス取引信用リスク引当金繰入額 － 1,619 株式等売却損 0 35,184 株式等償却 10,488 44,183 その他の経常費用 18,363 15,555 経常損失（△） △25,076 △235,912 特別利益 9,985 87 固定資産処分益 544 － 貸倒引当金戻入益 9,023 － 償却債権取立益 177 87 オフバランス取引信用リスク引当金戻入益 240 － 特別損失 2,176 3,094 固定資産処分損 2,176 1,557 減損損失 － 1,536 税引前当期純損失（△） △17,267 △238,918 法人税、住民税及び事業税 △114 △44 法人税等調整額 △20,691 6,407 法人税等合計  6,362 当期純利益又は当期純損失（△） 3,538 △245,281 

34

㈱あおぞら銀行（8304）　平成21年3月期　決算短信



（３）株主資本等変動計算書 （単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 株主資本   資本金   前期末残高 419,781 419,781 当期末残高 419,781 419,781 資本剰余金   資本準備金   前期末残高 33,333 33,333 当期末残高 33,333 33,333 資本剰余金合計   前期末残高 33,333 33,333 当期末残高 33,333 33,333 利益剰余金   利益準備金   前期末残高 4,844 5,865 当期変動額   剰余金の配当 1,020 1,588 当期変動額合計 1,020 1,588 当期末残高 5,865 7,453 その他利益剰余金   繰越利益剰余金   前期末残高 339,751 337,165 当期変動額   剰余金の配当 △6,124 △9,530 当期純利益又は当期純損失（△） 3,538 △245,281 当期変動額合計 △2,585 △254,811 当期末残高 337,165 82,354 利益剰余金合計   前期末残高 344,595 343,030 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 当期純利益又は当期純損失（△） 3,538 △245,281 当期変動額合計 △1,565 △253,222 当期末残高 343,030 89,807 自己株式   前期末残高 △0 △1 当期変動額   自己株式の取得 △1 △15,648 当期変動額合計 △1 △15,648 当期末残高 △1 △15,650 株主資本合計   前期末残高 797,709 796,143 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 当期純利益又は当期純損失（△） 3,538 △245,281 自己株式の取得 △1 △15,648 当期変動額合計 △1,566 △268,871 当期末残高 796,143 527,271 
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（単位：百万円）前事業年度 (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 当事業年度 (自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日) 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金   前期末残高 △6,793 △27,510 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,716 27,060 当期変動額合計 △20,716 27,060 当期末残高 △27,510 △449 繰延ヘッジ損益   前期末残高 △2,378 2,623 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,002 1,006 当期変動額合計 5,002 1,006 当期末残高 2,623 3,630 評価・換算差額等合計   前期末残高 △9,172 △24,886 当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,714 28,067 当期変動額合計 △15,714 28,067 当期末残高 △24,886 3,180 純資産合計   前期末残高 788,537 771,256 当期変動額   剰余金の配当 △5,103 △7,941 当期純利益又は当期純損失（△） 3,538 △245,281 自己株式の取得 △1 △15,648 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,714 28,067 当期変動額合計 △17,280 △240,803 当期末残高 771,256 530,452 
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
重要な会計方針 
 

１． 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の

格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、

取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上する

とともに、当該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を損益計算書上「特定

取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。 
２．有価証券の評価基準及び評価方法 
（1） 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）につ

いては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動
平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式について
は移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市
場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないもの
については移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 
ただし、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、

主として、組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表
に基づいて、組合等の純資産及び純損益を当行の出資持分割合に応じて、資産及び収益・
費用として計上しております。 

   なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 
（追加情報） 
当事業年度末における変動利付国債の時価については、「金融資産の時価の算定に関する

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年10月28日）を考慮し、
合理的に算定された価額によっております。これにより、市場価格により評価した場合と
比べ、「国債」及び「その他有価証券評価差額金」はそれぞれ8,514百万円増加しておりま
す。 
なお、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くことにより算定しており、
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。 

（2） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法によ

り行っております。 
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 
４．固定資産の減価償却の方法 

（1） 有形固定資産（リース資産を除く） 

   有形固定資産の減価償却は、建物については定額法、その他については定率法を採用し

ております。 

   主な耐用年数は次のとおりであります。 

       建 物：15 年～50 年 

       その他： 5 年～15 年 

（2） 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、行内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。    
（3） リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」

中のリース資産は、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。 
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５．繰延資産の処理方法 

繰延資産は、次のとおり償却しております。 
（1） 「債券繰延資産」のうち「債券発行費用」は債券の償還期間にわたり定額法により償却

しております。 
（2） 「その他資産」のうち「社債発行費」については社債の償還期間にわたり定額法により

償却しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式及び関
連法人等株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
７．引当金の計上基準 
（1） 貸倒引当金 

債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処理

しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者及びそれと同等の状況

にある債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による

回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。

なお、当決算日現在、取立不能見込額として直接減額した金額は 40,488 百万円であります。 

現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認めた額を

貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る

キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・

フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法

（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失

率に基づき、貸倒引当金を計上しております。ただし、今後の管理に注意を要する債務者

で与信額が一定額以上の大口債務者については、キャッシュ・フロー見積法により、予想

損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上し

ております。 

 なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額

を特定海外債権引当勘定として計上することとしております。 

すべての債権は、内部格付規則及び自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区

分と整合的な内部格付について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営

業関連部署から独立した検証部署が内部格付の妥当性を含めた与信管理について検証を実

施しております。また、別途、事業年度末時点の内部格付及び債務者区分について、検証

部署が抽出により検証を実施しております。 

 上記手続きによる事業年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引

当額を算定し、検証部署が償却・引当額の 終算定並びに検証を行っております。 
（2） 投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等

を勘案して必要と認められる額を計上しております。 
（3） 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 
（4） 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び

数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務         その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（9 年）による定額法により損益処理 

39

㈱あおぞら銀行（8304）　平成21年3月期　決算短信



 

 
 

 
 

数理計算上の差異       各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（5 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から損益処理 
（5） 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

（6） オフバランス取引信用リスク引当金 

オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約等の融

資未実行額に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失

率又は個別の見積もりによる予想損失額を計上しております。 
８．リース取引の処理方法 
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 4 月 1 日前に

開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており
ます。 
９．ヘッジ会計の方法 
（1） 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第 24 号平成 14 年 2 月 13 日）に規定する繰延ヘッジによっております。相

場変動を相殺するヘッジについてのヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とな

る預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグル

ーピングのうえ特定し評価しております。  

（2） 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 25 号平成 14 年 7 月 29 日）に規定する繰延ヘッジによって

おります。 

 ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す

る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを

確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前に

ヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベー

スで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして時価ヘッ

ジを適用しております。 

（3） 内部取引等 

デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、

ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号及び同報告第 25 号に基づき、恣意性を排除

し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行ってい

るため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せ

ずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
１０．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

40

㈱あおぞら銀行（8304）　平成21年3月期　決算短信



 

 
 

 
 

会計方針の変更 

（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 日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

 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 2,238 百万円、「そ

の他負債」中の「リース債務」は 2,004 百万円増加しております。なお、これによる損益への

影響は軽微であります。 

 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
１．関係会社の株式（及び出資）総額 32,617 百万円 
２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている

有価証券はありません。 
  無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに
現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として
受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は 62,753 百万円、再貸付けに供し
ている有価証券はなく、当事業年度末に当該処分をせずに所有しているものは 51,430 百万円
であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は 42,393 百万円、延滞債権額は 83,501 百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか
った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のう
ち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる
事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、3 カ月以上延滞債権に該当するものはありません。 
なお、3 カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3 月以上

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 14,165 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3 カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 140,060 百万円であります。 
なお、上記 3.から 6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処
理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由
に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、577 百万円であります。 

８．ローン・パーティシペーションで、平成 7 年 6 月 1 日付日本公認会計士協会会計制度委員
会報告第 3 号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出金の元本の期末残
高の総額は、65,645 百万円であります。 

９．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 

有価証券         326,929 百万円 
貸出金                   351,669 

担保資産に対応する債務 
預金                       13,000 百万円 
コールマネー               80,000 
売現先勘定         15,587 
債券貸借取引受入担保金   40,549 
借用金          313,797 
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上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用と
して、現金預け金 1,630 百万円、有価証券 100,556 百万円及びその他の資産 9,815 百万円を
差し入れております。 

１０．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資
金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
531,148 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが 439,075 百万円ありま
す。 

１１．有形固定資産の減価償却累計額  21,100 百万円 
１２．有形固定資産の圧縮記帳額      886 百万円 
１３．「有価証券」中の「社債」のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）によ

る社債に対する当行の保証債務の額は 9,265 百万円であります。 
１４．1 株当たりの純資産額 233 円 51 銭 

１５．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外フ

ァイナンス・リース契約により使用しております。 
１６．関係会社に対する金銭債権総額   435,030 百万円 
１７．関係会社に対する金銭債務総額    41,489 百万円 

１８．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第 4 項（資本金の額及び準備金の額）の規

定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5 分の 1 を乗じて得た額を

利益準備金として計上しております。 

当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は 1,588 百万円でありま

す。 

当行の定款に定めるところにより、平成 10 年 3 月 31 日発行の第四回優先株式所有の株主

に対しては、優先配当金（1 株につき年 10 円）、平成 12 年 10 月 4 日発行の第五回優先株式

所有の株主に対しては、優先配当金（1 株につき年 7 円 44 銭）を超えて配当することはあり

ません。 

 

（損益計算書関係） 

１． 関係会社との取引による収益                26,884 百万円 

   資金運用取引に係る収益総額              21,216 

   役務取引等に係る収益総額                  921 

   その他業務・その他経常取引に係る収益総額        4,745 

  関係会社との取引による費用                12,664 百万円 

   資金調達取引に係る費用総額                 223 

   役務取引等に係る費用総額                  198 

   その他業務・その他経常取引に係る費用総額       12,242 

  その他の取引（資産の譲渡等）に係る取引高        12,690 百万円 

２．1 株当たり当期純損失金額 152 円 61 銭 
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３．関連当事者との取引について記載すべき重要なものは、次のとおりであります。 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 11 号平成 18 年

10 月 17 日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 13 号平成 18 年 10 月 17 日）を適用しております。これによる影響はありません。 

 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

記載すべき重要なものはありません。 

(2) 子会社及び関連会社等 

属性 会社等の

名称 

議決権の所

有（被所有）

割合 

関連当事者

との関係 

取引内容 取引金額

(百万円)

科目 期末残高

(百万円)

子会社 Aozora 

GMAC 

Investme

nt 

Limited 

直接 

100.0％ 

出資 

役員の兼務

出資 

 

出資の減

損 

2,404 

 

42,982 

有 価 証 券

（その他の

証券） 

 

2,497

子法人等 AZB CLO 1 

Limited

（注 1） 

－ 社債の引受 社債の引

受（注 2）

 

利息の受

取（注 3）

79,122 

 

 

519 

 

有 価 証 券

（その他の

証券） 

未収収益 

79,122

519

 

子法人等 AZB CLO 2 

Limited

（注 1） 

－ 社債の引受 社債の引

受（注 2）

 

利息の受

取（注 3）

115,607 

 

 

739 

有 価 証 券

（その他の

証券） 

未収収益 

115,607

739

子法人等 AZB CLO 3 

Limited

（注 1） 

－ 社債の引受 社債の引

受（注 2）

 

利息の受

取（注 3）

64,999 

 

 

389 

有 価 証 券

（その他の

証券） 

未収収益 

64,999

389

（注 1）AZB CLO 1 Limited、AZB CLO 2 Limited 及び AZB CLO 3 Limited（以下、「AZB CLO

各社」という。）は、当行の資金調達を目的として設立された特別目的会社でありま

す。 

（注 2）AZB CLO 各社は、主として他の連結子会社が保有していた貸出金を取得するとともに、

それらを裏付けとした資産担保証券（以下、「AZB CLO Notes」という。）を発行して

おります。当事業年度末現在、当行は AZB CLO Notes の全額を引き受けております。

なお、証券化取引に当たり、当行の貸出金 40,259 百万円についても AZB CLO 各社に譲

渡し、同額相当の資産担保証券の発行を受けておりますが、当該資産担保証券全額を

保有しているため、金融商品会計基準における資産の消滅の認識の要件を満たしてお

らず、貸出金譲渡及び資産担保証券引受に係る会計処理は行っておりません。 

（注 3）AZB CLO Notes は、AZB CLO 各社が保有する貸出金等全てを担保として発行されており、

同貸出金等から発生する収益を原資として、優先部分は市場変動金利に連動した約定

金利が支払われ、劣後部分は実績配当の形で社債利息が支払われるものであります。

当事業年度末現在、AZB CLO Notes 全額を保有しているため、AZB CLO 各社の損益の全

てが当行に帰属するものです。 

（注 4）上記の他、当事業年度中に子法人等合同会社エーコンツーとの間で、当行の資金調達

を目的とする証券化取引を実施しております。当行は、保有していた貸出金 319,879

百万円を信託受益権化した上で同社にそのうち 245,800 百万円を譲渡するとともに、

同社は信託受益権を裏付けとした資産担保証券を発行しました。当行は、当該資産担
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保証券の全額を取得し保有しておりましたが、当事業年度中に全額償還され、信託受

益権の返還を受けております。なお、当該取引は、金融商品会計基準における資産の

消滅の認識の要件を満たさないことから、会計上譲渡を認識せず、貸借対照表上は貸

出金としての取扱いを継続しております。 

 

(3) 兄弟会社等 

記載すべき重要なものはありません。 
(4)役員及び個人主要株主等 

（注 1）当行役員ジョン Ｌ．ステファンズがマネージングメンバーを務める Spring Mountain 
Capital, LLC が業務執行権の 100％を保有しております。なお、同人は平成 21 年 2 月
10 日付で当行役員を退任しております。 

（注 2）協働してヘッジファンド投資に関する新規案件発掘、モニタリング等を行い、当社よ
りノウハウの提供、指導等を受けております。なお、同契約は平成 21 年 3 月 31 日付で
解除しております。 

（注 3）取扱手数料は、当行取扱い残高に独立第三者間取引と同様の一般的な料率を乗じて決
定しております。 

（注 4）アドバイザリー報酬は、取締役会にて決定された一般に妥当と考えられる料率を、対
象となるヘッジファンド投資残高に乗じて算定しております。 

（注 5）当行基準に基づく海外給与の他、居住費、出張費等の実費を支払っております。 
 
（株主資本等変動計算書関係） 
１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(単位：千株) 
 前事業年度

末株式数 
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数 

摘要 
 

自己株式      

 普通株式 5 155,883 － 155,888 （注 1） 

   合計 5 155,883 － 155,888  

（注 1）自己株式の当事業年度増加株式数のうち、155,875 千株は、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、当事業年度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、残

りの増加数は、単元未満株式の買取請求により取得したことによるものであります。 

 

 

属性 会社等の

名称 

議決権の所

有（被所有）

割合 

関連当事者 

との関係 

取引 

内容 

取引金額 

(百万円) 

科目 期末

残高

（百

万円）

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社（当該

会社等の

子会社を

含む） 

Spring 

Mountain 

Capital, 

LP 

（注 1） 

－ 

 

投資信託の私

募の取扱い 

アドバイザリ

ー契約（注 2）

 

当行行員の出

向 

役員の兼務 

取扱手数料の

受入（注 3）

アドバイザリ

ー報酬の支払

（注 4）  

出向者に係る

費用等（注 5）

38 

 

129 

 

 

70 

－ 

 

－ 

 

 

－ 

 

－

－

－
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（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証

券」、並びに「買入金銭債権」中の信託受益権の一部が含まれております。 

 

 
１．売買目的有価証券（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

 貸借対照表計上額 
（百万円） 

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 41,384 △3,898

 
２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

該当ありません。 
 
３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの（平成 21 年 3 月 31 日現在）  

該当ありません。 
 
４．その他有価証券で時価のあるもの（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
 取得原価 

（百万円） 
貸借対照表計
上額（百万円）

評価差額 
（百万円） 

うち益 
（百万円） 

うち損 
（百万円） 

株式 1,897 1,823 △74 104 178

債券   707,115 710,327 3,211 4,031 820

国債 701,988 705,169 3,180 3,990 810

地方債 4,819 4,848 29 39 9

社債 307 309 1 2 0

その他 158,319 145,208 △13,111 2,053 15,165

 外国債券 148,384 135,661 △12,722 1,790 14,513

 その他 9,935 9,546 △388 263 652

合計 867,332 857,358 △9,974 6,190 16,164

（注）１． 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価に
より計上したものであります。 

２． 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 
３． 「その他の証券」に含まれる投資事業有限責任組合等への出資について、

当該組合等の構成資産のうち、その他有価証券に該当するため時価評価し
たものは、上記「その他」に含めております。 

４． 上記の評価差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損
益に反映させた額は 9,524 百万円（費用）であります。 

（追加情報） 
１． 当事業年度末における変動利付国債の時価については、「金融資産の

時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報
告第 25 号平成 20 年 10 月 28 日）を考慮し、合理的に算定された価額に
よっております。これにより、市場価格により評価した場合と比べ、「国
債」及び「その他有価証券評価差額金」はそれぞれ 8,514 百万円増加し
ております。 
なお、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
て割り引くことにより算定しており、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。 

２． 従来、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券について、種類に
かかわらず、時価が取得原価に比べて 30％程度以上下落した場合には、
原則として、時価が著しく下落し、かつ、回復の見込みがないものと判
断し、減損処理を行っておりましたが、当事業年度から有価証券の発行
会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、減損処理
の要否について判断を行う方法に変更いたしました。この変更は、保有
有価証券の多様化に伴い、各期の経営成績をより適切に表示する観点か
ら時価のある有価証券の減損の基準をより実態に即した基準に変更した
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ものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比較して、
経常損失及び税引前当期純損失は 623 百万円減少しております。 
当該有価証券の期末時価が、取得原価または償却原価のおおむね 50%

を下回っている場合は、時価が著しく下落したものと判断しております
が、有価証券の発行会社の区分が以下のものについては、償却引当基準
等において、次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先   時価が取得原価に比べて下落 
要注意先              時価が取得原価に比べて 30％

程度以上下落 
正常先               時価が取得原価に比べて 50％

程度以上下落 
但し、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時

価が取得原価に比べて 30％程度以上下落した場合は、著しく下落したも
のと判断しております。 

また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下
で推移しているような銘柄については、原則として著しく下落したもの
と判断しております。 

なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生して
いる発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破
綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性
が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要す
る発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻
懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 

なお、当事業年度において、その他有価証券で時価のある外国債券等
について 3,936 百万円減損処理を行っております。その他に、時価のあ
るその他有価証券のうち、処分予定のものについて、評価差損を損失処
理しており、「その他の業務費用」に 2,390 百万円を、「その他の経常
費用」に 136 百万円を、それぞれ計上しております。 

 
５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3

月 31 日） 
該当ありません。 

 
６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31

日） 

 
７．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額（平成 21 年 3 月 31 日現

在） 
内容 金額(百万円) 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（出資） 
 子会社・子法人等株式 
 関連法人等株式 
 組合等出資金 

 
25,639 

121 
6,855 

その他有価証券 
 非上場株式 
 非上場外国証券 
 非上場債券 
 信託受益権 
 組合等出資金 
 その他 

 
27,494 

358,737 
45,553 
45,330 

118,325 
10 

 

 売却額（百万円） 売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

その他有価証券 1,701,485 4,509 46,200
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８．保有目的を変更した有価証券 
売買目的有価証券 4,206 百万円の保有区分を変更し、その他有価証券に区分しております。
これによる損益への影響はありません。 
 

９．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成 21 年 3
月 31 日現在） 

 1 年以内 
（百万円） 

1 年超 5 年以内
（百万円） 

5 年超 10 年以
内（百万円） 

10 年超 
（百万円） 

債券 351,948 200,060 81,960 121,910

 国債 345,076 166,593 71,637 121,861

 地方債 95 1,189 3,863 49

 社債 6,775 32,278 6,459 -

その他 16,444 100,201 363,972 54,902

 外国債券 16,444 76,353 338,732 53,471

 その他 - 23,847 25,240 1,430

合計 368,393 300,261 445,933 176,812

 
（金銭の信託関係） 
１．運用目的の金銭の信託（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
 貸借対照表計上額 

（百万円） 
当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 3,998 － 

 
 
２．満期保有目的の金銭の信託（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

該当ありません。 
 
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
 取得原価 

（百万円）
貸借対照表

計上額 
(百万円) 

評価差額 
（百万円）

うち益 
（百万円） 

うち損 
（百万円）

その他の金銭の信託 544 544 － － －

 
（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであり
ます。 

 繰延税金資産 
貸倒引当金損金算入限度超過額    49,839 百万円 
退職給付引当金損金算入限度超過額    6,582 
減価償却超過額       5,095 
有価証券償却超過額     38,239 
税務上の繰越欠損金     69,942 
その他       30,251 

繰延税金資産小計     199,952 
評価性引当額          △157,286 
繰延税金資産合計      42,666 
繰延税金負債 
繰延ヘッジ損益     △2,490 

繰延税金資産の純額     40,175 百万円 
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