
平成２３年３月期
第３四半期
決算説明資料



【　目　次　】

Ⅰ． 損益状況 【連結】 1
【単体】 2

Ⅱ． 有価証券関係 【連結】 3
Ⅲ． 金融再生法開示債権 【単体】 4
Ⅳ． 金融再生法開示債権の保全状況 【単体】 4
Ⅴ． 証券化関連エクスポージャー等の開示 【連結】 5



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3四半期累計期間 前年同期比 第3四半期累計期間 通期

連結粗利益　　※１ 1 60,617              6,495              54,122              78,383           
資金利益 2 34,150              △1,177           35,327              46,726           
役務取引等利益 3 7,446               △3,235           10,681              13,731           
特定取引利益 4 7,389               1,180              6,209               17,096           
その他業務利益 5 11,630              9,726              1,904               829               

営業経費 6 △30,196           2,079              △32,275           △44,830       
連結実質業務純益　　※２ 7 30,421              8,574              21,847              33,553           
不良債権処理額 8 △10,825           2,434              △13,259           △25,868       

貸出金償却 9 △1,917            9,071              △10,988           △11,357       
個別貸倒引当金純繰入額 10 △8,784            △6,385           △2,399            △15,451       
一般貸倒引当金等純繰入額　　※３ 11 △428               △1,281           853                  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 13 305                  1,030              △725               △1,304         

株式等関係損益 14 △309               △243             △66                △106           
持分法による投資損益 15 -                     -                    -                     -                  
その他 16 347                  1,328              △981               △1,096         
経常利益 17 19,633              12,094             7,539               6,482            
特別損益 18 374                  △523             897                  1,028            

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

うち償却債権取立益 23 523                  △11               534                  620               
うちｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金戻入益 24 858                  417                 441                  501               
うちその他の特別損益 25 △1,007            △928             △79                △93             

税金等調整前四半期（当期）純利益 26 20,008              11,572             8,436               7,510            
法人税、住民税及び事業税 27 △307               191                 △498               △298           
法人税等調整額 28 73                   679                 △606               1,107            
少数株主損益 29 △74                △49               △25                △15             
四半期（当期）純利益 30 19,700              12,394             7,306               8,303            

与信関連費用　（＝８＋１９＋２４） 31 △9,966            2,852              △12,818           △25,366       

32 △9,443            2,840              △12,283           △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3四半期累計期間 前年同期比 第3四半期累計期間 通期

連結子会社数 17                   △2                 19                   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3四半期累計期間 前年同期比 第3四半期累計期間 通期

業務粗利益 1 56,923              6,030              50,893              74,070          
(除く国債等債券損益(５勘定尻)) 2 45,934              5,471              40,463              72,754          
資金利益 3 33,443              △353             33,796              44,708          
役務取引等利益 4 7,127                △3,022           10,149              12,951          
特定取引利益 5 7,050                1,808              5,242                16,068          
その他業務利益 6 9,302                7,597              1,705                342              
 (うち国債等債券損益) 7 10,988              558                 10,430              1,315            

経費 （除く臨時処理分） 15 △27,952           1,270              △29,222           △40,570       
人件費 16 △12,888           △486             △12,402           △17,918       
物件費 17 △13,810           1,589              △15,399           △20,787       
税金 18 △1,254             165                 △1,419             △1,864         

業務純益（一般貸倒引当金等繰入前） 19 28,970              7,299              21,671              33,499          
除く国債等債券損益(５勘定尻) 20 17,981              6,740              11,241              32,184          

  一般貸倒引当金等純繰入額 　※１ 21 △806               △353             △453               2,345            
業務純益 22 28,164              6,946              21,218              35,844          

除く国債等債券損益(５勘定尻) 23 17,175              6,387              10,788              34,529          
臨時損益等 24 △7,889             8,263              △16,152           △30,833       

 不良債権処理額 25 △7,063             5,730              △12,793           △26,947       
貸出金償却 26 △846               9,367              △10,213           △10,473       
個別貸倒引当金純繰入額 27 △6,559             △4,149           △2,410             △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 29 342                  510                 △168               △1,760         

 株式等関係損益 30 △310               △246             △64                 △105           
株式等売却益 31 61                    17                  44                    50                
株式等売却損 32 △125               △23               △102               △112           
株式等償却 33 △245               △239             △6                  △43             

 その他臨時損益等 34 △516               2,778              △3,294             △3,780         
経常利益 35 20,274              15,208             5,066                5,011            
特別損益 36 341                  △590             931                  1,204            

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

うち償却債権取立益 41 538                  84                  454                  488              
うちｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金戻入益 42 792                  252                 540                  783              
うち固定資産処分損益　 43 △78                △14               △64                 △66             

固定資産処分益 44 -                     △0                 0 0
固定資産処分損 45 △78                △14               △64                 △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 20,616              14,619             5,997                6,216            
法人税、住民税及び事業税 48 △36                △55               19                    △64             
法人税等調整額 49 △105               231                 △336               1,493            
四半期（当期）純利益 50 20,474              14,794             5,680                7,644            

与信関連費用　（＝２１＋２５＋３７＋４２） 51 △7,077             5,628              △12,705           △23,819       

52 △6,538             5,712              △12,250           △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 1,177          1,142          △34          1,180         1,072         △108        1,186         1,164         △21          
債券 891,386       897,908       6,521         793,375      802,881      9,505         840,629      846,200      5,570         
　国債 816,457       822,576       6,119         726,778      736,032      9,253         788,464      793,979      5,515         
　地方債 7,192          7,238          46             3,593         3,703         109           4,937         5,030         93             
　短期社債 -                -                -               -               -               -               -               -               -               
　社債 67,736         68,092         356           63,003       63,146       142           47,227       47,189       △38          
その他 436,060       435,536       △524        419,351      424,461      5,109         353,973      352,299      △1,673      
合計 1,328,623     1,334,586     5,963         1,213,908   1,228,415   14,507       1,195,789   1,199,663   3,874         

（注）
１．連結貸借対照表計上額は、当第3四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9月末

平成22年9月末平成22年12月末 平成22年3月末

平成22年3月末平成22年12月末

時価は、当第3四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。

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。
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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12月末 平成22年9月末 平成22年3月末

平成22年9月末比 平成22年3月末比

破産更生債権及び

これらに準ずる債権
9,396               △8,031            △32,425           17,427              41,821              

危険債権 90,570              9,143               2,581               81,427              87,989              

要管理債権 35,321              △7,702            △6,682            43,023              42,003              

合計 (A) 135,288            △6,589            △36,527           141,877            171,815            

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12月末 平成22年9月末 平成22年3月末

平成22年9月末比 平成22年3月末比

保全額 (B) 118,445            315                  △28,208           118,130            146,653            

貸倒引当金 (C) 41,048              3,521               747                  37,527              40,301              

担保保証等 (D) 77,396              △3,206            △28,955           80,602              106,351            

（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12月末 平成22年9月末 平成22年3月末

平成22年9月末比 平成22年3月末比

部分直接償却後 87.6% 4.3% 2.2% 83.3% 85.4%

引当率   (C)/((A)-(D))

平成22年12月末 平成22年9月末 平成22年3月末

平成22年9月末比 平成22年3月末比

部分直接償却後 70.9% 9.7% 9.3% 61.2% 61.6%
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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12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 － －

2.不良債権投資関連の匿名組合出資 313 316

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  

47 339

 

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 

該当ありません。 

 

(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12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 309 309

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） 

3 6

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 
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株式会社 あおぞら銀行 

 

(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12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 

47 339

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12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 12 月末時価 

ABS CDO 263 △261 2 

SIV - - - 

シンセティック CDO - - - 

その他（優先株） 3 △3 0 

合計 266 △265 2 
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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 9 月末 平成 22 年 12 月末

CMBS 残高 403 229

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年12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 150 65.6%

マルチボロワー 60 26.3%

売却型 18 8.1%

合計  229 100.0%

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年12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 166 72.3%

共同住宅 9 4.2%

商業施設 3 1.6%

物流 - -

ホテル 49 21.8%

その他 0 0.2%

合計  229 100.0%

 

当行グループ保有のCMBSの平成22年12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 229 100.0%

米国 - -

合計 229 100.0%

5. RMBS（Residential Mortgage Backed Securities） 

当行グループが保有している平成22年12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 

48 住宅ローン債権 日本 Aaa又はAAA 信託受益権 
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  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 9 月末 平成 22 年 12 月末 

ローン残高 3,220 2,838

コミットメントライン 218 197

(未実行分)   

合計 3,438 3,036

  

平成22年12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 1,037

欧州諸国 526

アジア 48

日本 1,271

大洋州 153

合計 3,036

平成22年12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 661

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 42

情 報 通 信 業 652

運 輸 業 ・ 郵 便 業 273

卸 売 業 ・ 小 売 業 280

金 融 業 ・ 保 険 業 212

不 動 産 業 11

物 品 賃 貸 業 21

そ の 他 サ ー ビ ス 業 719

合 計 3,036
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