
 
（注） 上記に記載した予想値については、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際

の業績については、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性がありますので、ご承知おきください。 
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平成 23 年 10 月 31 日 
各  位 
 

会 社 名 株式会社りそなホールディングス 
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 檜垣 誠司 
（ コ ー ド 番 号 8308 東証・大証 各市場第 1 部）

 

 

平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(累計)の業績予想の修正に関するお知らせ 
 

最近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 5 月 13 日に公表した平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計）の 
業績予想を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 
 

記 
 
1. 業績予想の修正について                                                  （金額の単位 ： 億円） 
  1） 平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計） 連結業績予想数値の修正 （平成23年4月1日～平成23年9月30日）                               

 

 
 経常収益 経常利益 中間純利益 1株当たり 

中間純利益 

前回発表予想 （A） 
（平成23年5月13日公表） 

4,200 970 750 30円60銭 

今回発表予想 （B） 4,530 1,565 1,280 52円23銭 

増減額 （B－A） ＋330 ＋595 ＋530 ― 

増減率 （%） ＋7.8 ＋61.3 ＋70.6 ― 

(ご参考)前期第2四半期実績 
（平成23年3月期第2四半期） 4,604 1,147 817 58円00銭 

 

2） 修正の理由 
    当社傘下銀行において、実勢業務純益が順調に推移している事、加えて与信費用が予想を下回る見込み  

となった事、等から、経常収益・経常利益・中間純利益のそれぞれについて、前回発表予想比で上方修正する

ものです。なお、個別業績予想数値に関する修正はございません。 
 
 2. 平成 24 年 3 月期通期 連結業績予想について 
    平成 24 年 3 月期通期の業績予想につきましては、現時点において修正はございません。 

 
なお、詳細につきましては、第 2 四半期決算発表時にお知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 



 
（注） 上記に記載した予想値については、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際

の業績については、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性がありますので、ご承知おきください。 
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【ご参考】  
（１）. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期（累計） 傘下銀行合算の業績予想  
    ・ 傘下銀行合算の実勢業務純益は、前回発表予想比＋140 億円の 1,390 億円となる見込みです。これは、

第1 四半期に計上した信託受益権配当のほか、物件費を中心とした経費削減効果、等によるものです。 
    ・ また、傘下銀行合算の経常利益は、与信費用の減少（前回発表予想比△270 億円）を主たる要因とし前回

発表予想比＋510 億円の 1,440 億円となる見込みです。 
・ 以上により、傘下銀行合算の税引前中間純利益は 1,425 億円（前回発表予想比＋425 億円）、税引後中間

純利益は、1,220 億円（前回発表予想比＋495 億円）となる見込みです。 
（金額の単位 ： 億円） 

    傘下銀行  

  りそな 埼玉りそな 近畿大阪 合算（概算） 前回発表予想比 前年同期比 

 業務粗利益 2,095 730 265 3,090 ＋110 △45 

 経費 △1,120 △380 △205 △1,700 ＋30 ＋22 

実勢業務純益 （注1） 975 350 60 1,390 ＋140 △23 

経常利益（注2） 1,075 330 30 1,440 ＋510 ＋376 

税引“前”中間純利益 1,060 330 30 1,425 ＋425 ＋213 

税引後中間純利益 （連結納税制度を採用しております） 1,220 ＋495 ＋454 
 

株式関係損益 ― ― ― ― ― ＋67 

与信費用総額 40 △20 △25 ― ＋270 ＋181 
（注1）「実勢業務純益」は、信託勘定不良債権処理、一般貸倒引当金繰入前の業務純益 

 （注2）平成24年3月期第１四半期より、従来特別利益に計上していた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益を、経常利益の内訳科目として計上しております。 
 
（2）. 金融再生法基準開示債権（傘下銀行合算）の見込 

（金額の単位 ： 億円） 

（銀信合算） 平成23 年9 月末 平成23 年3 月末 増減 

開示債権 計 （A） 6,666 6,567 ＋99

破産更生債権等 741 790 △49

危険債権 4,344 4,094 ＋249 

要管理債権 1,580 1,682 △101

正常債権  259,410 262,855 △3,444

総与信 （B） 266,076 269,422 △3,345

不良債権比率 （A）/ （B） 2.50％ 2.43％ ＋0.06％
 
（3）. その他有価証券の評価差額（傘下銀行合算）の見込  

                                    （金額の単位 ： 億円）   

平成23 年9 月末 平成23 年3 月末 増減 
 

取得原価 評価差額 取得原価 評価差額 取得原価 評価差額

その他有価証券（注） 90,924 638 81,506 926 ＋9,418 △288

債券 83,657 86 75,299 △143 ＋8,357 ＋230

株式 3,491 669 3,513 1,119 △22 △449 

その他 3,776 △117 2,693 △49 ＋1,083 △68
（注）時価のある有価証券のみを対象として記載しております。なお、「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」中の一部

が含まれております。 
 

 
 
以上 

本件に関するお問合せ先 株式会社りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部 
（東京本社） 03－6704－1630  （大阪本社） 06－6264－5685  （埼玉分室） 048－835－1524 


