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平成 21 年 5 月 15 日 

各  位 

    株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 

取 締 役 副 会 長  石 田  克 敏 

（ コ ー ド 番 号 ： 8 3 0 4） 

問合せ先：財務部コーポレートコミュニケーショングループ 

担当部長：原田政明（電話：03(3263)1111） 

 
平成 21 年 3 月期決算報告ならびに 

平成 22 年 3 月期業績予想について 
 

当行は、本日 5 月 15 日、平成 21 年 3 月期の決算報告、ならびに平成 22 年 3 月期業績予想の

発表を行いました。 

 

Ⅰ．平成 21 年 3 月期決算報告ならびに平成 22 年 3 月期業績予想について 

 

平成 21 年 3 月期の決算は、今後の黒字体質への転換を確実なものとするため、海外投資等非

中核資産・不良資産の 終処理を実施するとともに、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、連結ベースの当期

純利益は-2,426 億円（前期：59 億円）、業務粗利益は-50 億円（前期：398 億円）と、大幅な

減益となりました。主な減益要因は、平成 21 年 2 月 10 日発表の業績予想と同様、GMAC、CDO、

ETF、ヘッジファンド、リーマンブラザーズ等への投融資に対する引当並びに損失処理や、与

信関連費用の増加です。前回業績予想との差異は、希望退職の実施などリストラクチャリング

に伴う費用の計上、投資事業組合出資に対する引当金の積み増し、並びに与信関連費用の増加

等によるものです。（詳細は後述の説明をご覧下さい。） 

これら一連の措置により、開示債権に対する保全率（単体ベース）は前期末の 85.4%から 93.5%

へ上昇し、邦銀他行に比べても高い水準となっています。また、2,000 億円を超える多額の損

失を計上しましたが、Tier1 比率（速報値）は 12.58%と引き続き邦銀 高水準を維持していま

す。一方、手元流動性は 1.2 兆円を超え、潤沢な流動性を保持しています。 

 

【ブライアン F.プリンス社長代行兼最高経営責任者（CEO）代行のコメント】 

「平成 21 年 3 月期は大変厳しい一年となりました。当行の決算も誠に残念な結果となり、2

月 10 日発表のように配当予想も無配としております。株主ならびにお客さまをはじめとする

関係者の皆様には深くお詫び申し上げます。この責任を明確にするため、昨年 10 月から取締

役・執行役員の報酬カットを継続しておりますが、加えて管理職についても夏季賞与支給を見

送ることといたしました。 

昨年 11 月にスタートした新経営体制の下、当行は過去の非中核資産の抜本的な処理を行いま

した。このため多額の損失を計上することとなりましたが、あわせて、一層の効率化を推進し、

今年度以降の収益力回復に向けて、きわめて優位な態勢を整備できたと確信しております。今

後の業務展開においては現在の経済環境を勘案し、基幹業務である国内事業金融に回帰し、特

に当行が得意とする不動産やスペシャリティーの高いファイナンス分野に注力してまいりま

す。」 
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【平成 21 年 3 月期決算概要】 

 平成 21 年 3 月末時点の速報値・連結ベースの Tier1 比率は 12.58％、自己資本比率は

11.60％と、引き続き邦銀で 高水準の資本基盤を維持しています。 

 手元流動性は、平成 20 年 9 月末に比べて 3,270 億円増加し 1 兆 2,150 億円となり、潤沢

な流動性を保持しています。 

 個人のお客さまからの預金は前期末比 29.0％増加して 1.88 兆円となりました。総預金・

債券・社債に占める個人のお客さまからの預金の割合も 41.5%に拡大しています。 

 資金利益は資金利鞘が18bps改善したこと等から、578億円と前期比5.8％増加しました。 

 以下の通り特殊要因並びに与信関連費用の損失合計は 2,396 億円となり、当期経常損失の

-2,321 億円の説明要因となっています。また特殊要因控除後の業務粗利益は、660 億円と

なります。 

 平成 20 年 11 月 17 日からスタートした自己株式（普通株式）の取得は、平成 21 年 3 月末

時点で取得総数 155.9 百万株（今回取得上限の 94.5％）となりました。 

 

＜非中核資産・不良資産の抜本的処理およびリストラクチャリング実施＞ 

 － 非中核資産・不良資産の抜本的処理に伴う損失（今回の決算における特殊要因）･･･GMAC

投資に関する損失処理：358 億円、CDO 投資に関する損失処理：99 億円、ヘッジファン

ド投資に関する損失：476 億円、ETF 投資に関する損失処理：320 億円、リーマンブラ

ザーズ関連損失（ネットベース）：132 億円。 

 － 上記に伴い、平成 22 年 3 月末時点の GMAC 投資の帳簿価額は約 15 百万ドル、CDO の帳

簿価額は約 10 億円、ETF の保有残高はゼロとなり、いずれも処理を完了。またヘッジ

ファンド投資については、保有全ファンドの解約を決定しており、リーマンブラザーズ

向け貸出についても十分な引当処理を実施済。 

 － 与信関連費用は、前期は貸倒引当金の取崩等により 64 億円の戻り益を計上していたの 

   に対し、平成 21 年 3 月期は経済・企業動向の急速な悪化に対応して貸倒引当金の大幅 

   な積み増し等、保全並びに予防的措置を強化したことにより 1,011 億円（リーマンブ 

   ラザーズ関連除く）の費用を計上。 

 － 貸出全体に占める貸倒引当金の割合は前期末の 1.20％から 3.73％へ。 

 － 営業経費は、引き続き厳格なコスト管理を行うとともに、役職員に対する賞与削減の実

施等により、前期比 7.3%減少。 

－ 一層の合理化を進めるため、本年 3月に希望退職を実施。希望退職の実施に伴う割増退

職金等として平成 21 年 1-3 月期に 21 億円の費用を追加計上。 

－ 連結ベースの総資産は、事業リストラクチャリングの一環として不良資産や低収益資産

の削減を実施したこと等により、前期末比 1兆 1,817 億円減の 6兆 773 億円。 

－ 金融再生法開示債権比率（単体ベース）は、4.33％（前期末は 0.99％）。金融再生法開

示債権の主な増加要因は、リーマンブラザーズ向け債権 267 億円、ニューシティ・レジ

デンス投資法人向け債権 122 億円等です。一方、保全率（単体ベース）は前期末の 85.4％

から 93.5％に上昇。 
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【平成 22 年 3 月期業績予想】 

本日、平成 22 年 3 月期業績予想を発表いたしました。連結ベースでの当期純利益は 50 億円、

業務粗利益は 720 億円と、厳しい経済環境が予想される中で黒字基調を確保することを 優先

課題としております。黒字体質転換を確実なものとするため役職員一同努力してまいりますの

で、引き続きご支援たまわりますよう宜しくお願い申し上げます。 

 
平成 21 年 3 月期実績ならびに平成 22 年 3 月期業績予想 
【連結】 

 

(単位：億円) 
経常収益 業務粗利益 実質業務純益 経常利益 当期純利益 

平成 21 年 3月期 実績(a) 1,826 -50 -529 -2,321 -2,426

平成 22年 3月期業績予想 (b) 1,350 720 260 30 50

増減額 (b)-(a) -476 770 789 2,351 2,476

増減率 (%) -26.1% - - - -

平成 20 年 3月期 2,010 398 -120 -216 59

 

 

【個別】 

(単位：億円) 経常収益 
業務純益 

（一般貸引繰入前）
経常利益 当期純利益 

平成 21 年 3月期 実績(a) 1,778 -196 -2,359 -2,453

平成22年 3月期業績予想 (b) 1,300 245 25 50

増減額 (b)-(a) -478 441 2,384 2,503

増減率 (%) -26.9% - - -

平成 20 年 3月期 1,898 -22 -251 35

 



4/15 

Ⅱ．平成 21 年 3 月期 業績予想値と決算値との差異 

 

平成 21 年 2 月 10 日に発表した業績予想と本日発表の決算値における、差異の主要因は以下の

通りです。 

 

 リストラクチャリング関連費用の計上 

   希望退職の実施に伴う費用 21 億円を平成 21 年 1-3 月期に追加で計上しています。 

 投資事業組合関連損失 

 経済・企業動向の急激な悪化に対応して、投資資産の評価を保守的に見直し、引当金を 

 積み増す等、予防的措置を強化し、関連損失が 70 億円程度増加しました。 

 与信関連費用の増加 

   期末時点でのポートフォリオの再評価や経済・企業動向の急激な悪化に対応して、貸倒  

   引当金を積み増したこと等により与信関連費用が 334 億円増加しました。 

 ETF の処分に伴う損失 

   第 3四半期末時点で約300億円の含み損となっていたETFを第4四半期に全額売却しま 

   した。これにより業績予想での見込みに比べ損失が 12 億円増加しました。 

 

 

（平成 21 年 3 月期 予想値と決算値との差異） 

【連結】 

（単位：億円） 経常収益 業務粗利益 実質業務純益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想値 (a) 1,850 -20 -520 -1,910 -1,960

今回決算値 (b) 1,826 -50 -529 -2,321 -2,426

増減額 (b) – (a) -24 -30 -9 -411 -466

増減率（％） -1.3% - - - -

 

【個別】 

（単位：億円） 経常収益 業務純益 
（一般貸引繰入前） 

経常利益 当期純利益 

前回発表予想値 (a) 1,800 -160 -1,940 -1,990

今回決算値 (b) 1,778 -196 -2,359 -2,453

増減額 (b) – (a) -22 -36 -419 -463

増減率（％） -1.2% - - -
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Ⅰ．損益概況 

 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 比較 ②－①  

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 増減額 増減率  

参照 

ページ

連結粗利益 -38 398 -68 -50 -447 -  - 

資金利益 140 547 122 578 32 5.8%  6 

資金粗利鞘 0.72％ 0.67％ 0.89% 0.85% - 0.18%  6 

役務取引等利益 56 166 14 101 -65 -39.4%  7 

特定取引利益 42 94 -39 308 214 227.7%  7 

 

その他業務利益 -276 -409 -164 -1,037 -628 -  7,8 

営業経費 -127 -517 -107 -480 38 7.3%  8 

連結実質業務純益 -165 -120 -175 -529 -410 -  - 

 株式等関係損益 -85 -62 -336 -345 -283 -  9 

経常利益 -228 -216 -1,287 -2,321 -2,105 -  - 

当期純利益 -189 59 -1,332 -2,426 -2,485 -  - 

 

与信関連費用 

（償却債権取立益を含む）
-30 64 -724 -1,345 -1,408 -  9 

法人税等 52 188 -12 -72 -260 -  10 

  

平成21年3月期の連結業務粗利益は、専門性ある事業金融に注力し収益力を回復するために、

海外投資等非中核資産・不良資産の 終処理を実施したこと等から、-50 億円の損失となりま

した。なお、GMAC、CDO、ヘッジファンドへの投資関連損失やリーマンブラザーズ関連の CDS

関連利益等の特殊要因を控除した調整後の業務粗利益は、660 億円となります。 

 

通期の資金利益は 32 億円増加（前期比。以下同じ）し、特定取引利益も 214 億円増加（内リ

ーマンブラザーズ向け与信ヘッジ CDS：222 億円）しましたが、GMAC 関連投資に対する減損処

理やヘッジファンド投資の損失等により、その他業務利益が 628 億円減少したこと等により、

連結業務粗利益は-50 億円となり、-447 億円の大幅な減少となりました。  

 
引き続き厳格なコスト管理に努めるとともに、役職員に対する賞与の削減等の結果、通期の営

業経費は、38 億円減少し 480 億円となり、連結実質業務純益は、410 億円減少の-529 億円と

なりました。 

 

通期の与信関連費用は、1,408 億円増加し 1,345 億円、株式等関係損益は 283 億円減少の-345

億円、法人税等は 260 億円減少し-72 億円となりました。この結果、連結当期純利益は、2,485

億円減の-2,426 億円となりました。 
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１．業務粗利益 

(1)①資金利益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

資金利益 ○a －○b 140 547 122 578 32

資金運用収益 ○a 337 1,380 255 1,245 -135

貸出金利息 262 1,026 199 971 -55

有価証券利息配当金 58 274 40 202 -72

その他受入利息 18 80 13 68 -12

 

スワップ受入利息 -1 - 2 4 4

資金調達費用 ○b  197 834 133 667 -167

預金・譲渡性預金利息 61 225 60 246 21

債券利息 53 174 48 216 43

借用金利息 5 19 8 25 6

その他支払利息 33 169 8 92 -77

 

スワップ支払利息 46 248 9 88 -160

通期の資金利益は、前期比 32 億円増加（+5.8%）し、578 億円となりました。主な要因

は、資金運用平均残高の減少に伴うもの：-45 億円、外貨の調達利回りの低下等による

資金利鞘拡大に伴うもの：92 億円となっています。 

 

 
(1)②資金利鞘 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

資金運用利回り ○a 2.08% 2.15% 1.95% 2.03% -0.12%

 貸出金利回り ○b 2.59% 2.63% 2.17% 2.38% -0.25%

 有価証券利回り 1.30% 1.51% 1.40% 1.35% -0.16%

資金調達利回り ○c 1.36% 1.48% 1.06% 1.18% -0.30%

資金粗利鞘 ○a －○c 0.72% 0.67% 0.89% 0.85% 0.18%

貸出金利回り－資金調達利回り ○b －○c 1.23% 1.15% 1.11% 1.20% 0.05%

通期の資金粗利鞘は、外貨金利の低下等による資金調達利回りの低下が資金運用利回り

の低下を上回り、前期比 18bps 改善しました。貸出金利鞘も、1.15％から 1.20％へ 5bps

改善しました。 

平成 21 年 1-3 月期では、貸出金利回りが低下したものの、有価証券利回りの上昇や資

金調達利回りの低下により、資金粗利鞘は改善しております。 
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(2)役務取引等利益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

役務取引等利益 ○a －○b 56 166 14 101 -65

役務取引等収益 ○a 61 182 16 116 -66

貸出業務等 45 117 8 74 -43

証券業務・代理業務 9 37 4 19 -17

 

その他の受入手数料 7 29 5 22 -7

役務取引等費用 ○b -5 -16 -3 -15 1

新規貸出に慎重に対処したこと等により、貸出関連手数料が前期比-43 億円減少

（-36.4％）しました。また、証券業務・代理業務手数料も減少（-17 億円）し、役務取

引等利益全体では前期比-65 億円減少の 101 億円となりました。 

 

 
(3)特定取引利益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

特定取引利益 42 94 -39 308 214

 うち特定金融派生商品利益 42 97 -39 308 211

 うち特定取引有価証券利益 -0 -3 0 -0 3

通期の特定取引利益は、ヘッジ目的で取り組んでいたリーマンブラザーズを参照債務者

とする CDS による利益 222 億円（第 2 四半期に計上）を主因として、前期比 214 億円増

加しました。 

 

 
(4)国債等債券損益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

国債等債券損益 -82 -450 -58 -177 273

日本国債 5 -22 4 17 39

外国国債およびﾓｰｹﾞｰｼﾞ債 1 -15 1 10 25

その他 -88 -413 -63 -204 210

うち CDO -84 -429 -23 -98 331

うちヘッジファンド（その他目的） -1 16 -20 -76 -92

 

その他 -3 -1 -19 -30 -29

通期の国債等債券損益は、CDO 関連損失（-98 億円）やヘッジファンド（その他目的で

の保有分）の処分に伴う損失計上（-76 億円）等により、-177 億円の損失となりました。 
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(5)国債等債券損益を除くその他業務利益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

その他業務利益 -194 42 -106 -859 -901

外国為替売買益 6 18 24 -40 -58

金融派生商品損益 1 -6 2 5 11

ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ関連損益（売買目的保有） -79 14 -15 -348 -362

組合出資損益 20 133 -54 -35 -168

不動産関連 11 54 -13 -6 -60

不良債権関連 8 47 -18 -11 -58

 

その他（ﾍﾞﾝﾁｬｰ他） 1 33 -23 -18 -51

不良債権関連損益（あおぞら債権回収） 11 28 21 41 13

債券費 -1 -4 -1 -4 0

GMAC 投資損益 -149 -131 6 -358 -227

その他 -1 -10 -89 -120 -110

通期の国債等債券損益を除くその他業務利益は-859 億円の損失となりました。主な要因

は、ヘッジファンド投資関連（売買目的保有分）の損失-348 億円、組合出資関連損失-116

億円（その他に含まれる投資損失引当金繰入-81 億円を含む）、GMAC 投資の損失処理-358

億円です。（1-3 月期の GMAC 投資損益の+6 億円は為替の変動によるもの。）GMAC 投資に

関しては、当行の直接の出資先である FIM LLC（GMAC LLC 持分の 40％を所有）向け出資

の平成 21 年 3 月末現在の帳簿価額は 15 百万米ドル、累計での減損率は約 97％となって

おり、実質的な処理は完了しております。 

 

 
２．営業経費 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

営業経費 -127 -517 -107 -480 38

 人件費 -59 -253 -39 -226 27

 物件費 -61 -236 -61 -229 7

 税金 -7 -28 -7 -25 3

通期の営業経費は、厳格なコスト管理に努めたことに加え、役職員に対する賞与の削減等によ

り、前期比 38 億円減少（-7.3％）し-480 億円となりました。 

また、一層の合理化を進めるため、平成 21 年 3 月に希望退職を実施しました。 
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３．与信関連費用 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

与信関連費用計 
（償却債権取立益を含む） -30 64 -724 -1,345 -1,408

 貸出金償却 -12 -28 -137 -459 -430
 債権売却損等 -12 -12 -25 -71 -59
 個別貸倒引当金 25 10 -182 -352 -361
 一般貸倒引当金 -31 87 -374 -453 -541
 オフバランス取引 

信用リスク引当金 -1 3 -6 -11 -14

 償却債権取立益 1 3 -0 1 -2
 その他 - 1 - - -1

通期の与信関連費用は、前期の 64 億円の利益から 1,345 億円の費用に転じました。主な要因

は、貸出金償却 459 億円（うち、リーマンブラザーズ向け貸出金 334 億円）、一般貸倒引当金

の積み増し 453 億円、個別貸倒引当金の積み増し 352 億円、債権売却等による損失計上 71 億

円となっています。また、前期は貸倒引当金戻入益 98 億円（一般貸倒引当金戻入益 87 億円、

個別貸倒引当金戻入益 10 億円）を計上しており、当期は戻入益が生じなかったことも起因し

ています。なお、将来に備えて、保全並びに予防的措置を強化したことから、平成 21 年 3 月

末日時点の貸出金に対する貸倒引当金の比率は前年同期の 1.20％に対して、3.73％と上昇し

ています。 

 
 

４．株式等関係損益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

ETF -54 -12 -334 -326 -314

株式 -27 -25 -2 -9 16

その他 -5 -25 -0 -10 15

 うち CDO ｴｸｲﾃｨ -5 -25 -0 -1 24

計 -85 -62 -336 -345 -283

通期の株式等関係損益は、ETF の売却等により、-345 億円となりました。ETF は全額売却し、

保有残高は 0となりました。 
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５．その他臨時損益 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

株式派生商品損益 38 17 21 1 -16

金銭の信託運用益 2 6 -0 2 -4

その他 6 -17 -72 -104 -87

計 46 6 -51 -100 -106

通期のその他臨時損益は、-100 億円の損失となりました。主な要因は、1-3 月期に、保有有価

証券に係る投資損失引当金 25 億円や、希望退職実施にともなうコスト 21 億円を計上したこと

等です。 

 

 

６．法人税等 

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

（単位：億円） 1-3 月期 通期 ① 1-3 月期 通期 ② 

比較  

②－① 

法人税等 52 188 -12 -72 -260

通期の法人税等は、通期では-72 億円となりました。これは現在の市場環境等を踏まえ、税効

果の算定をより保守的に行ったことによるものです。 



 

Ⅱ．主要勘定残高 
 

比較 ②－① 
 参照 

ページ 

（単位：億円）

平成 20 年 

3 月末 ① 

平成 21 年 

3 月末 ② 
増減率 

平成 20 年 

12 月末 
増減額  

資産の部 72,591 60,773 -11,817 -16.3％ 63,507  - 

貸出金 42,845 34,849 -7,996 -18.7％ 38,193  12 

有価証券 16,522 11,266 -5,256 -31.8％ 10,788  13 

 

その他 13,224 14,658 1,434 10.8％ 14,526  - 

負債の部 64,910 55,477 -9,433 -14.5％ 57,079  - 

預金 23,655 26,256 2,602 11.0％ 24,120   

譲渡性預金 9,539 2,842 -6,697 -70.2％ 2,478   

債券 20,656 14,897 -5,760 -27.9％ 17,814  12 

社債 1,240 1,150 -89 -7.2％ 1,213   

 

その他 9,820 10,332 511 5.2％ 11,454  - 

純資産の部 7,681 5,296 -2,385 -31.0％ 6,428  - 

資本金 4,198 4,198 - - 4,198  - 

資本剰余金 333 333 - - 333  - 

利益剰余金 3,472 967 -2,505 -72.2％ 2,299  - 

その他有価証券評価差額金 -278 -8 270 - -336  - 

 

その他 -45 -194 -149 - -67  - 

負債及び純資産の部 72,591 60,773 -11,817 -16.3％ 63,507  - 

 
平成 21 年 3 月末時点の連結総資産は、貸出金が前期末比-7,996 億円 (-18.7%)、有価証券が

-5,256 億円（-31.8％）それぞれ減少したこと等により、全体では-1 兆 1,817 億円（-16.3％）

減少し、6兆 773 億円となりました。負債サイドは、前期末に比べて個人預金が 4,232 億円増

加するなど、預金が増加（+11.0％）しました。一方、資産の減少に合わせて、主として法人

からの調達を調整したことや、マーケットの混乱による金融債の発行見送りにより、債券残高

が-5,760 億円（-27.9％）、譲渡性預金が-6,697 億円（-70.2％）それぞれ減少しました。これ

らの結果、総負債は 9,433 億円（-14.5％）減少し、5兆 5,477 億円となりました。 
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１．調達（預金および債券残高）（単体ベース） 

（単位：億円） 
平成 20 年 3 月末 ① 平成 21 年 3 月末 ② 比較 ②－① 平成 20 年 12 月末  

個人 14,940 19,107 4,167 17,035

事業法人等 3,979 3,891 -88 3,140

公共法人 3,597 2,984 -613 3,094

金融法人（債券） 21,293 15,563 -5,730 18,518

金融法人（預金等） 11,490 3,780 -7,710 4,021

計 55,299 45,325 -9,974 45,807

リテールマーケットへの注力の結果、個人のお客さまからの調達（+4,167 億円）は大幅に増

加しました。一方、金融法人のお客さまからの債券(-5,730 億円)ならびに預金（-7,710 億円）

による調達、事業法人等のお客さまからの調達（-88 億円）は減少しました。なお、10 月以降、

社債市場の混乱が続いているため、金融債の発行を見送っており、債券発行残高は減少してい

ますが、平成 21 年 3 月末時点で、1.2 兆円超の手元流動性を維持しております。また、個人

のお客さまからの預金は、平成 21 年 1-3 月の 3ヶ月で 2,087 億円増加しました。 

 

 
２．貸出金 

（単位：億円） 平成 20 年 3 月末 ① 平成 21 年 3 月末 ② 比較 ②－① 平成 20 年 12 月末  

貸出金 42,845 34,849 -7,996 38,193

貸出金は、不安定な金融環境を背景として、新規貸出に慎重に対処したこと等により、前期末

比では-7,996億円減少（-18.7％）し、3兆4,849億円となりました。前期末との比較では、情

報通信業向け（+29億円）が増加する一方、日本政府向け（-2,055億円）や金融・保険業向け

（-1,517億円）、各種サービス業向け（-1,087億円）、卸売・小売業向け（-568億円）、海外向

け（-398億円）が減少しました。また、ノンリコースローン（-464億円）を含めて不動産業向

けも減少（-1,389億円）しました。 
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３．有価証券 

貸借対照表計上額 評価損益  

 

(単位:億円) 

平成 20 年 
3 月末 ① 

平成 21 年 
3 月末 ② 

比較 
②－① 

平成 20 年 
12 月末 

平成 20 年 
3 月末 ① 

平成 21 年 
3 月末 ② 

比較 
②－① 

平成 20 年 
12 月末 

国債 8,855 7,052 -1,803 5,552 -61 32 93 40

地方債 26 52 26 53 0 0 0 1

社債 622 495 -127 618 0 -3 -3 0

株式 315 296 -19 309 2 -1 -3 -4

外国債券 2,822 1,900 -922 2,063 -18 -32 -14 -30

 うち CDO 109 10 -100 23 - 1 1 2

その他 3,882 1,471 -2,411 2,193 -201 -4 197 -343

ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ 1,740 527 -1,212 776 -26 - 26 -34

ETF（日本株リンク） 579 - -579 384 -175 - 175 -307

投資組合 1,018 866 -151 926 7 1 -6 -0

REIT 84 - -84 29 -9 - 9 -

その他 462 77 -385 79 2 -4 -7 -2

うち GMAC 371 14 -356 14 - - - -

 

 

うち CDO 1 0 -1 0 - - - -

有価証券計 16,522 11,266 -5,256 10,788 -278 -8 270 -336

前期末に比較して有価証券は-5,256 億円減少しました。国債（-1,803 億円）やヘッジファン

ド（-1,212 億円）、外国債券（-922 億円）、ETF（-579 億円）、GMAC 投資（-356 億円）の減少

が主な要因です。ETF や REIT はすべて売却し、平成 21 年 3 月末時点の残高は 0となっていま

す。また、平成 21 年 3月末時点の評価損益は、有価証券合計で-8 億円の評価損となり、平成

20 年 12 月末（-336 億円）から大幅に改善しました。 

なお、平成 21 年 3 月末の変動利付国債の時価については、第 2 四半期並びに第 3 四半期同様

に「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。 
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(1)CDO 残高 

評価損 

（単位：億円）
銘柄数 

平成 21 年 3 月末 
取得原価 ① 

平成 21 年 3 月末 
BS 計上額 ② 

②/① 
P/L 計上 純資産直入 

Debt 27 400 7 1.8% -37 +1

Equity 3 22 0 0.0% - -
ABS CDO 
Total  ○a  30 422 7 1.7% -37 +1

SIV  ○b  2 29 0 0.0% -0 -
Sub Total 
○a +○b ＝○c  32 452 7 1.6% -37 +1

Synthetic CDO 
他 ○d  3 102 3 2.5% -62 -

Total ○c +○d  35 554 10 1.7% -99 +1

平成 21 年 3 月末時点の CDO の残高（BS 計上額）は、10 億円（うち債券：7億円、エ

クイティ：0 億円、シンセティック CDO 他：3 億円）となっています。通期の決算に

おいて計上した減損等による損失は-99 億円です。 

     

 
(2)GMAC 投資残高 

（単位：百万米ドル） 当初 
平成 20年

3 月末 
平成20年

6 月末 
平成 20年

9 月末 
平成20年 
12 月末 

平成 21年

3 月末 

GMAC 投資残高 500 370 308 150 16 15

GMAC 向け投資については、通期で 358 億円の損失を計上しました。平成 21 年 1-3 月

期の期間損益は+6 億円となっていますが、これは為替レートの変動によるもので、

原通貨での損失額に変動はありません。平成 21 年 3月末現在の帳簿価額は約 15 百万

ドル、累計での減損率は 97%となり、実質的に処理は完了しました。 

 
 

４．組合出資、ヘッジファンド 

（単位：億円） 
平成 20 年 3 月末 ① 平成 21 年 3 月末 ② 比較 ②－① 平成 20 年 12 月末 

投資事業組合 1,018 866 -151 926

不動産関連 206 196 -10 204

不良債権関連 525 412 -114 434

 

その他 286 259 -27 288

ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ 1,740 527 -1,212 776

平成 21 年 3 月末時点の投資事業組合の残高は、前期末に比べて-151 億円減少（-14.9％）し

ました。厳しい市場環境を踏まえ、不動産や不良債権・ベンチャー投資への新たな投資を手控

えたためです。一方、ヘッジファンド投資に関しては、保有全ファンドの解約を決定しており、

平成 21 年 3 月末時点の当該残高は前期末比-1,212 億円減少（-69.7％）の 527 億円となりま

したが、このうち価格変動リスクのあるものは 440 億円程度です。 
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Ⅲ．金融再生法開示債権（単体） 

 

（単位：億円、％） 平成 20 年 3 月末 ① 平成 21 年 3 月末 ② 比較 ②－① 平成 20 年 12 月末 

破産更生債権等 0 437 436 472

危険債権 306 813 507 537

 

要管理債権 93 152 59 96

開示債権合計 ○a  399 1,401 1,002 1,105

正常債権 ○b  39,688 30,956 -8,732 34,917

総与信計  ○c (○a +○b ) 40,087 32,357 -7,730 36,022

開示債権比率 ○a /○c  0.99% 4.33％ 3.34％ 3.06%

金融再生法開示債権は、前期末比1,002億円増加し、1,401億円となり、開示債権比率は、4.33％

（前期末比+3.34％）となりました。なお、開示債権の主な増加要因は、リーマンブラザーズ

向け債権 267 億円、ニューシティ・レジデンス投資法人向け債権 122 億円等です。一方、保全

率（単体ベース）は 85.4%から 93.5%へ上昇し、従来同様邦銀 高水準となっています。 

 

 

Ⅳ．連結自己資本比率 （速報値） 

 

 平成 20 年 3 月末 ① 平成 21 年 3 月末 ② 前年度末比較 ②－① 平成 20 年 12 月末 

自己資本比率 14.29% 11.60％ -2.69％ 13.71% 

Tier1 比率 15.23% 12.58％ -2.65％ 14.81% 

（注）平成 20 年 12 月末ならびに平成 21 年 3 月末につきましては、平成 20 年金融庁告示第 79 号（平成 18

年金融庁告示第 19 号の特例）を踏まえて算出しております。なお、仮に従来の算定方法で算出した場合には

連結自己資本比率は平成 20 年 12 月末は 0.7％程度、平成 21 年 3月末は 0.02%程度低下します。 

 

平成 21 年 3 月末の連結自己資本比率は 11.60％、Tier1 比率は 12.58％と、引き続き邦銀 高

水準を保持しています。 

 

なお、無形資産（のれん等）を除外して算出した有形自己資本比率 Tangible equity/Tangible 

asset は 8.7％となっています。 

 

 

（報道関係のお問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室（原田、神保） 03-5212-9252） 

 

 

当資料には、当行の財務状況や業績など将来の見通しに関する事項が含まれています。こうし

た事項には当行における将来予想や前提が含まれており、一定のリスクや不確実性が生じる場

合があります。具体的には、経済情勢の変化や金利・株式相場・外国為替相場の変動、および

それらに伴う保有有価証券の価格下落、与信関連費用の増加、事務・法務その他リスクの管理

規則の有用性などにより、実際の結果とは必ずしも一致するものではありません。 


