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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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－期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 54,215 △10.2 4,002 △6.2 1,798 △21.0
21年3月期第3四半期 60,341 ― 4,268 ― 2,277 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 8.78 ―
21年3月期第3四半期 11.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 3,138,221 165,938 5.2 796.05
21年3月期 3,057,642 152,420 4.9 730.62

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  163,002百万円 21年3月期  149,617百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.00 ― 3.50 6.50
22年3月期 ― 3.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.50 6.50

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 71,100 △11.9 4,800 △1.9 2,400 △11.2 11.72
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料の業績見通し等の将来に関する記述は、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作成したものであり、実際の業績は今後の
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 205,054,873株 21年3月期  205,054,873株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  292,329株 21年3月期  275,385株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 204,770,646株 21年3月期第3四半期 204,814,398株
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 当第３四半期における我が国経済は、世界的な金融危機の影響による景気後退局面から持ち直しの兆しが見え始め

たものの、個人消費は弱含みで、景気の先行きは依然不透明な状況が続いております。 

 このような経済状況下、当行の連結ベースでの経営成績は以下のとおりになりました。 

 グループ全体の経常収益は、株式等売却益が増加しましたが、貸出金利息、有価証券利息配当金及び外国為替売買

益の減少等により、前年同期に比べ61億26百万円減少し、542億15百万円となりました。経常費用は、預金利回りの

低下による資金調達費用、国債等債券償還損及び金融派生商品費用の減少等により、前年同期に比べ58億59百万円減

少し502億13百万円となりました。 

 この結果、経常利益は、前年同期に比べ２億66百万円減少し40億２百万円となり、四半期純利益は、前年同期に比

べ４億79百万円減少し17億98百万円となりました。 

  

 預金の当第３四半期連結会計期間末残高につきましては、前連結会計年度末に比べ、942億84百万円増加し、２兆

8,441億６百万円となりました。預金の増加のうち、個人預金につきましては、504億円の増加となりました。 

 貸出金の当第３四半期連結会計期間末残高につきましては、前連結会計年度末に比べ、事業性や個人融資の増強に

より231億16百万円増加し、２兆799億35百万円となりました。 

  

 通期の業績につきましては、平成21年11月13日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

    

（簡便な会計処理） 

（特有の会計処理） 

  

          該当事項はありません。  

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 １．減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価

償却費の額を期間按分する方法により算定しております。 

 ２．貸倒引当金の計上方法 

 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等以外の債権に対する貸

倒引当金につきましては、中間連結会計期間末の予想損失率を適用

して計上しております。 

 ３．繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、中間連結会計期間

末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状況に著しい変化がない

と認められるため、当該中間連結会計期間末において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており

ます。 

 １.税金費用の処理 

 当行及び連結子会社の税金費用は、当第３四半期会計期間を含む

年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じるこ

とにより算定しております。なお、法人税等調整額は、「法人税

等」に含めて表示しております。 

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 156,758 154,492

コールローン及び買入手形 3,845 4,784

買入金銭債権 113 2,591

商品有価証券 202 88

金銭の信託 1,850 1,787

有価証券 806,481 736,384

貸出金 2,079,935 2,056,819

外国為替 2,890 2,125

リース債権及びリース投資資産 25,832 28,401

その他資産 27,608 26,951

有形固定資産 35,992 35,826

無形固定資産 131 80

繰延税金資産 3,301 11,779

支払承諾見返 16,490 17,485

貸倒引当金 △23,214 △21,954

資産の部合計 3,138,221 3,057,642

負債の部   

預金 2,844,106 2,749,822

譲渡性預金 53,160 46,970

コールマネー及び売渡手形 － 20,000

借用金 23,203 36,129

外国為替 42 24

その他負債 18,426 18,192

賞与引当金 302 1,226

役員賞与引当金 54 69

退職給付引当金 7,242 6,890

役員退職慰労引当金 609 651

睡眠預金払戻損失引当金 411 411

偶発損失引当金 3,190 2,047

利息返還損失引当金 243 296

再評価に係る繰延税金負債 4,534 4,628

負ののれん 264 377

支払承諾 16,490 17,485

負債の部合計 2,972,282 2,905,222

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,644

利益剰余金 101,636 101,268

自己株式 △208 △203

株主資本合計 145,165 144,800

その他有価証券評価差額金 14,211 1,332

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 3,624 3,484

評価・換算差額等合計 17,837 4,816

少数株主持分 2,936 2,802

純資産の部合計 165,938 152,420

負債及び純資産の部合計 3,138,221 3,057,642
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

経常収益 60,341 54,215

資金運用収益 38,099 33,263

（うち貸出金利息） 28,501 26,226

（うち有価証券利息配当金） 8,576 6,868

役務取引等収益 5,740 5,267

その他業務収益 15,207 13,310

その他経常収益 1,294 2,374

経常費用 56,072 50,213

資金調達費用 7,153 4,486

（うち預金利息） 6,205 3,998

役務取引等費用 1,799 1,711

その他業務費用 16,102 10,801

営業経費 26,403 26,994

その他経常費用 4,612 6,218

経常利益 4,268 4,002

特別利益 177 4

固定資産処分益 － 2

償却債権取立益 1 2

リース会計基準の適用に伴う影響額 175 －

特別損失 39 547

固定資産処分損 33 41

減損損失 5 505

税金等調整前四半期純利益 4,406 3,459

法人税等 1,932 1,526

少数株主利益 196 134

四半期純利益 2,277 1,798
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

   ２．各事業の主な内容は次のとおりであります。  

    (1) 銀行業務・・・・・・銀行業 

    (2) リース業務・・・・・リース業 

    (3) カード業務・・・・・クレジットカード業 

    (4) その他・・・・・・・事務委託サービス業務等 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）   

（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

   ２．各事業の主な内容は次のとおりであります。  

    (1) 銀行業務・・・・・・銀行業 

    (2) リース業務・・・・・リース業 

    (3) カード業務・・・・・クレジットカード業 

    (4) その他・・・・・・・事務委託サービス業務等 

  

全セグメントの所在地が本邦以外の国又は地域にないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。   

  

国際業務経常収益が連結経常収益の10%未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。 

        

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

   銀行業務  リース業務   カード業務  その他  計  消去又は全社  連結 

   （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) 

 経常収益              

(1)外部顧客に対する経常収益  48,520 10,379 1,440 0  60,341  － 60,341

(2)セグメント間の内部経常収益  167 291 139 317  915  (915)  －

 計  48,688 10,671 1,579 317  61,257  (915) 60,341

 経常利益  3,417 328 473 54  4,274  (5) 4,268

   銀行業務  リース業務   カード業務  その他  計  消去又は全社  連結 

   （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) （百万円) 

 経常収益              

(1)外部顧客に対する経常収益  42,306 10,566 1,341 0  54,215  － 54,215

(2)セグメント間の内部経常収益  157 273 128 316  875  (875)  －

 計  42,464 10,839 1,469 316  55,090  (875) 54,215

 経常利益  3,349 333 273 54  4,011  (9) 4,002

〔所在地別セグメント情報〕

〔国際業務経常収益〕

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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平成22年３月期 第３四半期決算の概要について 

(1）損益の状況（単体） 

  

(2）金融再生法ベースのカテゴリーによる開示（単体） 

  

(3）自己資本比率（国内基準） 

平成21年12月末の自己資本比率（国内基準）については、現在算出中であり、計数が確定次第、別途お知らせします。

  

６．その他の情報

  
○当第３四半期の経常収益は、423億円（通期予想比77.0％）となっております。 

○経常利益は32億円、四半期純利益は14億円となっております。 

○貸倒償却引当費用は39億円となりました。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

    
当四半期 

（平成22年３月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成21年３月期

第３四半期） 
増減   

通期予想 
(平成22年３月期) 

  業務粗利益  32,430  31,662  767     

  うち資金利益  28,834  30,989  △2,155     

  うち役務取引等利益  3,275  3,646  △370     

  うちその他業務利益  319  △2,972  3,292     

  経費  25,521  24,927  594     

  業務純益  5,897  7,401  △1,504     

  経常収益  42,351  48,575  △6,223    55,000

  経常利益  3,244  3,448  △203    4,200

  特別損益  △542  △37  △505     

  四半期（当期）純利益  1,466  1,864  △397    2,200

              

  
貸倒償却引当費用 

（△取崩） 
 3,958  1,636  2,322     

  
○金融再生法ベース開示不良債権額は、平成20年12月末比40億円減少して593億円となり、対象債権合計比は、2.80％

となりました。なお、平成21年３月末比では、19億円減少しております。 

【単体】  （単位：百万円） （単位：百万円）

  平成21年12月末 平成20年12月末 増減   
（参考） 

平成21年３月末 

破産更生債権及びこれらに

準ずる債権 
 13,439  14,371  △931    14,065

危険債権    33,826  38,455  △4,629    36,133

要管理債権  12,062  10,539  1,522    11,099

合計  59,327  63,366  △4,038    61,298

            

対象債権合計  2,120,116  2,113,142  6,973    2,097,376

対象債権合計比（％）  2.80  3.00  △0.20    2.92
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(4）時価のある有価証券の評価差額（単体） 

  

 （注）１．「有価証券」について記載しております。譲渡性預け金、買入金銭債権中のコマーシャルペーパーは該当あ

りません。 

２．その他有価証券には、買入金銭債権中の「信託受益権」が含まれております。 

３．満期保有目的の債券は保有しておりません。 

   

(5）デリバティブ取引（単体） 

① 金利関連取引 

  
② 通貨関連取引 

  
③ 株式関連取引  

 該当事項はありません。 
  

④ 債券関連取引  

 該当事項はありません。 
  

⑤ 商品関連取引  

  該当事項はありません。 
  

⑥ その他 

 該当事項はありません。 

  

  
○その他有価証券の評価差額は、平成20年12月末比162億円増加して、226億円の評価益となりました。また、平成21 

 年３月末比では、216億円増加しております。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  

平成21年12月末 平成20年12月末  
（参考） 

平成21年３月末 

時価 
評価差額 

時価
評価差額  

時価 
評価差額 

  うち益 うち損   うち益 うち損     うち益 うち損

その他有価証券  780,903 22,681  28,289 5,607 752,352 6,447 21,903 15,455    710,838  993 14,910 13,917

   株式  76,824 19,558  20,741 1,183 72,429 12,911 15,774 2,862    68,575  10,742 12,760 2,018

  債券  649,007 4,921  7,224 2,303 595,093 △2,480 5,733 8,214    581,338  △6,435 1,916 8,352

  その他  55,071 △1,798  322 2,121 84,829 △3,983 394 4,378    60,924  △3,313 233 3,546

  （単位：百万円） （単位：百万円）

区分 種類 
平成21年12月末 平成20年12月末  

（参考） 
平成21年３月末  

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益   契約額等 時価 評価損益

店頭 金利スワップ  20,000  △833 △833 20,000 △834 △834    20,000  △679 △679

  （単位：百万円） （単位：百万円）

区分 種類 
平成21年12月末 平成20年12月末  

（参考） 
平成21年３月末 

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益   契約額等 時価 評価損益

店頭 
通貨スワップ  －  － － 2,730 445 445    －  － －

為替予約  2,856  △0 △0 3,070 32 32    1,951  △5 △5
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(6）預金等・貸出金の残高（単体） 

  

 （注） 預金等＝預金＋譲渡性預金 

  

 （参考）預り資産残高 

  
○預金等残高（預金＋譲渡性預金）は、平成20年12月末比926億円増加し、２兆9,016億円となりました。 

 そのうち個人預金は平成20年12月末比494億円増加し、１兆8,887億円となりました。 

○貸出金は、平成20年12月末比106億円増加し、２兆803億円となりました。 

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  平成21年12月末 平成20年12月末 増減   
（参考） 

平成21年３月末 

預金等（末残）  2,901,685  2,809,050  92,634    2,802,070

  個人預金（末残）  1,888,703  1,839,294  49,408    1,838,302

貸出金（末残）  2,080,306  2,069,681  10,624    2,056,152

【単体】     （単位：百万円）   （単位：百万円）

  平成21年12月末  平成20年12月末 増減 
  

  

 (参考）  

 平成21年３月末 

 投資信託          90,353 79,024  11,328   79,438

 保険商品 76,395 67,640  8,754   68,933

 公共債 181,888 181,271  617   181,580

 外貨預金 19,332 19,220  111   20,517

 合計  367,970 347,157  20,812   350,470
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