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株式会社 あおぞら銀行

Ⅰ．損益状況（連結）

（単位：百万円） ＜参考＞

平成23年3月期 平成22年3月期 平成22年3月期

第1四半期累計期間 前年同期比 第1四半期累計期間 通期

連結粗利益　　※１ 1 20,352              △1,163           21,515              78,383           
資金利益 2 12,124              182                 11,942              46,726           
役務取引等利益 3 2,061               △2,695           4,756               13,731           
特定取引利益 4 3,146               2,720              426                  17,096           
その他業務利益 5 3,019               △1,371           4,390               829               

営業経費 6 △10,101           1,044              △11,145           △44,830       
連結実質業務純益　　※２ 7 10,251              △118             10,369              33,553           
不良債権処理額 8 △2,983            2,086              △5,069            △25,868       

貸出金償却 9 △937               4,012              △4,949            △11,357       
個別貸倒引当金純繰入額 10 △1,021            △1,021           -                     △15,451       
一般貸倒引当金等純繰入額　　※３ 11 △1,039            △1,039           -                     2,245            
特定海外債権引当勘定純繰入額 12 -                     -                    -                     -                  
その他の債権売却損等 13 15                   135                 △120               △1,304         

株式等関係損益 14 0 △37               37                   △106           
持分法による投資損益 15 -                     -                    -                     -                  
その他 16 28                   1,211              △1,183            △1,096         
経常利益 17 7,296               3,141              4,155               6,482            
特別損益 18 △448               △3,736           3,288               1,028            

うち貸倒引当金戻入益　　※４ 19 -                     △2,663           2,663               -                  
一般貸倒引当金純繰入額 20 -                     △2,197           2,197               -                  
個別貸倒引当金純繰入額 21 -                     △466             466                  -                  
特定海外債権引当勘定純繰入額 22 -                     -                    -                     -                  

うち償却債権取立益 23 131                  85                  46                   620               
うちｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金戻入益 24 407                  △199             606                  501               
うちその他の特別損益 25 △987               △959             △28                △93             

税金等調整前四半期（当期）純利益 26 6,848               △595             7,443               7,510            
法人税、住民税及び事業税 27 △238               △33               △205               △298           
法人税等調整額 28 732                  2,544              △1,812            1,107            
少数株主損益 29 △37                △35               △2                  △15             
四半期（当期）純利益 30 7,304               1,882              5,422               8,303            

与信関連費用　（＝８＋１９＋２４） 31 △2,575            △776             △1,799            △25,366       

32 △2,444            △692             △1,752            △24,746       

※１　連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）

　　   　　　　　＋(特定取引収益－特定取引費用）＋ (その他業務収益－その他業務費用）

※２　連結実質業務純益　＝　連結粗利益－営業経費　

※３ 一般貸倒引当金等純繰入額には、ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金純繰入額を含んでおります。

※４ 貸倒引当金合計での取崩額が繰入額を上回った場合、取崩超過額を特別利益に計上しております。

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（連結対象会社数） （単位：社） ＜参考＞

平成23年3月期 平成22年3月期 平成22年3月期

第1四半期累計期間 前年同期比 第1四半期累計期間 通期

連結子会社数 17                   △3                 20                   17                
持分法適用会社数 0                     -                    0                     0                  

与信関連費用（償却債権取立益を含む）　（＝２３+３１）
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株式会社 あおぞら銀行

損益状況（単体）
（単位：百万円） ＜参考＞

平成23年3月期 平成22年3月期 平成22年3月期

第1四半期累計期間 前年同期比 第1四半期累計期間 通期

業務粗利益 1 19,452              △939             20,391              74,070          
(除く国債等債券損益(５勘定尻)) 2 16,272              1,022              15,250              72,754          
資金利益 3 11,843              913                 10,930              44,708          
役務取引等利益 4 1,889                △2,684           4,573                12,951          
特定取引利益 5 3,132                3,344              △212               16,068          
その他業務利益 6 2,586                △2,513           5,099                342              
 (うち国債等債券損益) 7 3,180                △1,961           5,141                1,315            

経費 （除く臨時処理分） 15 △9,373             935                 △10,308           △40,570       
人件費 16 △4,081             △193             △3,888             △17,918       
物件費 17 △4,730             995                 △5,725             △20,787       
税金 18 △562               131                 △693               △1,864         

業務純益（一般貸倒引当金等繰入前） 19 10,078              △5                 10,083              33,499          
除く国債等債券損益(５勘定尻) 20 6,898                1,956              4,942                32,184          

  一般貸倒引当金等純繰入額 　※１ 21 △994               △994             -                      2,345            
業務純益 22 9,084                △999             10,083              35,844          

除く国債等債券損益(５勘定尻) 23 5,904                962                 4,942                34,529          
臨時損益等 24 △1,868             5,030              △6,898             △30,833       

 不良債権処理額 25 △1,381             3,370              △4,751             △26,947       
貸出金償却 26 △891               3,838              △4,729             △10,473       
個別貸倒引当金純繰入額 27 △524               △524             -                      △14,713       
特定海外債権引当勘定純繰入額 28 -                     -                    -                      -                  
その他の債権売却損等 29 34                    55                  △21                 △1,760         

 株式等関係損益 30 0                     △37               37                    △105           
株式等売却益 31 0                     △41               41                    50                
株式等売却損 32 -                     -                    -                      △112           
株式等償却 33 -                     4                    △4                  △43             

 その他臨時損益等 34 △486               1,698              △2,184             △3,780         
経常利益 35 7,216                4,032              3,184                5,011            
特別損益 36 △285               △3,098           2,813                1,204            

うち貸倒引当金戻入益　※２ 37 -                     △1,969           1,969                -                  
一般貸倒引当金純繰入額 38 -                     △1,135           1,135                -                  
個別貸倒引当金純繰入額 39 -                     △834             834                  -                  
特定海外債権引当勘定純繰入額 40 -                     -                    -                      -                  

うち償却債権取立益 41 148                  148                 0                      488              
うちｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金戻入益 42 536                  △319             855                  783              
うち固定資産処分損益　 43 △59                △48               △11                 △66             

固定資産処分益 44 -                     △0                 0                      0                  
固定資産処分損 45 △59                △47               △12                 △67             

うちその他の特別損益 46 △911               △911             -                      -                  
税引前四半期（当期）純利益 47 6,931                934                 5,997                6,216            
法人税、住民税及び事業税 48 3                     6                    △3                  △64             
法人税等調整額 49 661                  2,484              △1,823             1,493            
四半期（当期）純利益 50 7,595                3,424              4,171                7,644            

与信関連費用　（＝２１＋２５＋３７＋４２） 51 △1,839             87                  △1,926             △23,819       

52 △1,690             236                 △1,926             △23,330       

※１　一般貸倒引当金等純繰入額には、ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金純繰入額を含んでおります。

※２　貸倒引当金合計での取崩額が繰入額を上回った場合、取崩超過額を特別利益に計上しております。

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

与信関連費用（償却債権取立益を含む）（＝４１＋５１）
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株式会社 あおぞら銀行

Ⅱ．有価証券関係

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 29              30              0               29             30             0               29             30             0               
地方債 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
短期社債 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
社債 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
その他 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
合計 29              30              0               29             30             0               29             30             0               

（注）　

２．その他有価証券で時価のあるもの

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）

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）

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）

株式 1,181          1,079          △101        1,186         1,164         △21          1,279         1,248         △30          
債券 658,876       667,968       9,091         840,629      846,200      5,570         818,811      825,420      6,609         
　国債 601,577       610,561       8,984         788,464      793,979      5,515         806,643      813,074      6,431         
　地方債 2,049          2,139          89             4,937         5,030         93             5,674         5,795         120           
　短期社債 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
　社債 55,249         55,267         17             47,227       47,189       △38          6,494         6,550         56             
その他 406,339       411,707       5,368         353,973      352,299      △1,673      246,806      249,850      3,043         
合計 1,066,396     1,080,754     14,357       1,195,789   1,199,663   3,874         1,066,897   1,076,520   9,622         

（注）

２．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。

１．四半期連結貸借対照表計上額は、当第1四半期連結会計期間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。

平成22年3月末

平成22年3月末平成22年6月末 平成21年9月末

平成21年9月末平成22年6月末

時価は、当第1四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
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株式会社 あおぞら銀行

Ⅲ．金融再生法開示債権

□ 部分直接償却実施後

【単体】 （単位：百万円）

平成22年6月末 平成22年3月末 平成21年9月末

平成22年3月末比 平成21年9月末比

破産更生債権及び

これらに準ずる債権
36,914              △4,907            △9,175            41,821              46,089              

危険債権 84,932              △3,057            38,686              87,989              46,246              

要管理債権 42,885              882                  25,119              42,003              17,766              

合計 (A) 164,732            △7,083            54,630              171,815            110,102            

Ⅳ．金融再生法開示債権の保全状況

□ 部分直接償却実施後

【単体】 （単位：百万円）

平成22年6月末 平成22年3月末 平成21年9月末

平成22年3月末比 平成21年9月末比

保全額 (B) 139,890            △6,763            38,041              146,653            101,849            

貸倒引当金 (C) 39,599              △702               17,519              40,301              22,080              

担保保証等 (D) 100,291            △6,060            20,522              106,351            79,769              

（注）貸倒引当金は金融再生法開示債権に対して計上している個別貸倒引当金と一般貸倒引当金の合計額。

保全率   (B)/(A)

平成22年6月末 平成22年3月末 平成21年9月末

平成22年3月末比 平成21年9月末比

部分直接償却後 84.9% △0.5% △7.6% 85.4% 92.5%

引当率   (C)/((A)-(D))

平成22年6月末 平成22年3月末 平成21年9月末

平成22年3月末比 平成21年9月末比

部分直接償却後 61.5% △0.1% △11.3% 61.6% 72.8%
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株式会社 あおぞら銀行 

Ⅴ． 証券化関連エクスポージャー等の開示 
 

 

平成 20 年 4 月に金融安定化フォーラム（FSF、現金融安定理事会 FSB）が公表した「市場と制度の強

靭性の強化に関する金融安定化フォーラム（FSF）報告書」に基づき、当行は平成 20 年 3 月末より、CDO、

RMBS、CMBS、その他の SPE 関連取引およびレバレッジ・ファイナンスに関するエクスポージャーについ

て、以下の通り開示しております。 

なお、これらの取引・商品については、必ずしも、取引商品の範囲に関する明確な定義や市場での共

通認識が存在しないものもあるため、以下の開示内容は、当行が内部管理で用いている基準等、当行独

自の基準に基づいて集計されたものです。そのため、他の金融機関が開示する数値との比較可能性が

保証されているものではありません。 

 

 

1. 特別目的会社等（Special Purpose Entities： SPE）－全般 

 (単位：億円) 

平成22年6月末 

 

当行グループのSPEに 

対するエクスポージャー 

SPEの資産規模 

1.資産流動化関連のSPE 17 179

2.不良債権投資関連の匿名組合出資 316 318

3.プライベートエクイティー等その他の投資事業

組合・リミテッドパートナーシップ等  

53 337

 

注： 上記のエクスポージャー及びSPEの資産規模の集計対象としたSPEの範囲は以下のとおりです。な

お、下記のいずれについても、連結決算上、連結の範囲（及び持分法の適用範囲）に含めているもの

は除外しております。 

・  当行がオリジネートした証券化商品（CLO等）に係るSPE 

・ 当行グループの会社が営業者又はジェネラルパートナー(GP) となっている匿名組合等 

・ 当行グループ以外の会社が営業者又はGPである匿名組合等のうち、当行グループが過半を出

資しているもの。 

 

(1) 資産流動化関連のSPE 

当行はオリジネーターとして当該SPEに関与しております。 

当該SPEの主な担保等の状況は以下の通りです。 

 担保の種類 ：貸付債権 

 担保所在地 ：日本 

 担保の平均残存期間：  0.5年 

 担保資産の格付け： なし 
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株式会社 あおぞら銀行 

(2) 不良債権投資関連の匿名組合出資 

上記の匿名組合には、当行グループ会社が営業者である匿名組合と、当行グループ外の第三者が営

業者である匿名組合を含んでおり、その内訳は下記の通りです。 

(単位：億円) 

平成22年6月末 当行グループの 

エクスポージャー 

組合の資産規模 

当行グループ会社が営業者である匿名組合 312 311

第三者が営業者である匿名組合（当行グループ

が過半数を出資） 

4 7

上記匿名組合の主な資産等の状況は以下の通りです。  

 主な資産： 主に担保付貸付債権 

 資産の所在地： 日本 

 

(3) プライベートエクイティ等その他の投資事業組合・リミテッドパートナーシップ等 

上記の投資事業組合、リミテッドパートナーシップ等には、当行グループ会社が営業者もしくはジェネラ

ルパートナー（以下、「営業者等」）である投資事業組合及びリミテッドパートナーシップ（以下、「投資事

業組合等」）と、当行グループ外の第三者が営業者等である投資事業組合等を含んでおり、その内訳

は下記の通りです。 

 (単位：億円) 

平成22年6月末 当行グループの 

エクスポージャー 

組合の資産規模 

当行グループ会社が営業者等である投資事業

組合等 

53 337

第三者が営業者等である投資事業組合等（当

行グループが過半数を出資） 

- -

上記投資事業組合等の主な資産等の状況は以下の通りです。 

 主な資産： 主として非上場株式 

 資産の所在地： 主として日本 

 

2. その他サブプライム及びオルトAのエクスポージャー 

該当ありません。 

 

3. CDO（Collateralized Debt Obligation）関連エクスポージャー 

当行グループの平成22年6月末における種類別CDOのエクスポージャーは以下の通りです。 

（単位：億円） 

CDO の種類 取得原価 減損累計額 22 年 6 月末時価 

ABS CDO 286 △282 5 

SIV - - - 

シンセティック CDO - - - 

その他（優先株） 4 △4 0 

合計 290 △286 5 
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株式会社 あおぞら銀行 

4. CMBS （Commercial Mortgage Backed Securities） 

当行グループ保有のCMBSの残高推移は以下のとおりです。 

                                   （単位：億円） 

  平成 22 年 3 月末 平成 22 年 6 月末

CMBS 残高 460 458

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年6月末の種類別残高は以下のとおりです。 

                                 （単位：億円） 

ＣＭＢＳタイプ ＣＭＢＳタイプ別

残高 

シェア 

シングルボロワー 195 42.6％

マルチボロワー 226 49.4％

売却型 36 8.0％

合計  458 100.0％

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年6月末の物件別残高は以下のとおりです。 

                                 （単位：億円） 

物件タイプ別 物件タイプ 

残高 

シェア 

オフィス 203 44.5％

共同住宅 19 4.3％

商業施設 3 0.7％

物流 - -

ホテル 230 50.3％

その他 1 0.2％

合計  458 100.0％

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年6月末の裏付資産の所在地域別内訳は以下のとおりです。 

                                 （単位：億円） 

所在地域（国） 残高 シェア 

日本 285 62.2％

米国 173 37.8％

合計 458 100.0％

 

5. RMBS（Residential Mortgage Backed Securities） 

当行グループが保有している平成22年6月末におけるRMBSは以下のとおりです。 

（単位：億円） 

残高 裏付資産 地域 格付 保有形態 

62 住宅ローン債権 日本 Aaa又はAAA 信託受益権 
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株式会社 あおぞら銀行 

 8 

6. レバレッジ・ファイナンス 

当行グループが保有しているレバレッジ・ファイナンスに係るエクスポージャーは以下のとおりです。 

なお、以下の金額は、買収ファイナンスのために供与しているローンの残高を集計したものです（過去

の買収案件のリファイナンス等を含む）。 但し、投資適格水準相当のものを除いております。 

                             (単位：億円) 

  平成 22 年 3 月末 平成 22 年 6 月末 

ローン残高 3,638 3,330

コミットメントライン 208 220

(未実行分)   

合計 3.847 3,551

  

平成22年6月末の地域別の残高内訳 

(単位：億円) 

 レバレッジ・ファイナンス合計 

北米 1,269

欧州諸国 621

アジア 54

日本 1,354

大洋州 250

中近東 -

合計 3,551

 

平成22年6月末の業種別の残高内訳 

(単位：億円)  

 レバレッジ・ファイナンス合計 

製 造 業 815

農 林 水 産 業 -

鉱 業 ・ 砕 石 業 ・ 砂 利 採 取 業 9

建 設 業 149

電 気・ガス・熱 供給・水道 業 44

情 報 通 信 業 818

運 輸 業 ・ 郵 便 業 300

卸 売 業 ・ 小 売 業 321

金 融 業 ・ 保 険 業 213

不 動 産 業 10

物 品 賃 貸 業 25  

そ の 他 サ ー ビ ス 業 841

合 計 3,551
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