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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 50,681 △3.9 3,052 △34.6 927 △61.3
23年3月期第3四半期 52,762 △2.7 4,669 16.7 2,395 33.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △420百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △2,915百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 4.53 ―
23年3月期第3四半期 11.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,237,526 163,172 4.9
23年3月期 3,028,414 164,924 5.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  159,879百万円 23年3月期  161,846百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.50 6.50
24年3月期 ― 3.00 ―
24年3月期（予想） 3.50 6.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 65,200 △5.9 3,700 △42.8 1,300 △63.3 6.35



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、【添付書類】P．２「２．サマリ－情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 205,054,873 株 23年3月期 205,054,873 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 391,409 株 23年3月期 398,290 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 204,668,243 株 23年3月期3Q 204,753,226 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により経済活動が一時的に停滞しました

が、サプライチェーンの復旧等を背景に持ち直しの動きが見られました。しかしながら、欧州の債務問題や円高の

長期化等により厳しい状況で推移しました。  

  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となりました。 

 グループ全体の経常収益は、利回り低下による貸出金利息及び有価証券利息配当金等が減少したことを主な要因

として、前年同期に比べ20億81百万円減少し506億81百万円となりました。一方、経常費用は，預金利回り低下に

よる預金利息及び貸倒引当金繰入額等は減少したものの、株式等償却の大幅な増加等により、前年同期に比べ４億

64百万円減少し476億28百万円となりました。 

 この結果、経常利益は前年同期に比べ16億16百万円減少し30億52百万円となり、四半期純利益は前年同期に比べ

14億68百万円減少し９億27百万円となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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、1,952億９百万円増加し２

兆9,470億45百万円となりました。預金の増加のうち、個人預金につきましては、425億24百万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、事業性や個人融資の増強等により、前連結会計年度

末に比べ、656億42百万円増加し２兆1,207億33百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月１日に公表しました連結業績予想から変更はありません。  

   

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  

（２）追加情報 

   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

税金費用の処理 
 当行及び連結子会社の税金費用は、当第３四半期累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。  

   第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

現金預け金 93,882 225,061

コールローン及び買入手形 3,734 6,786

商品有価証券 123 394

有価証券 793,075 799,561

貸出金 2,055,090 2,120,733

外国為替 3,738 3,696

リース債権及びリース投資資産 23,706 22,603

その他資産 22,393 25,772

有形固定資産 35,216 35,020

無形固定資産 121 511

繰延税金資産 7,854 9,747

支払承諾見返 13,372 13,285

貸倒引当金 △23,894 △25,646

資産の部合計 3,028,414 3,237,526

負債の部   

預金 2,751,835 2,947,045

譲渡性預金 38,088 51,880

コールマネー及び売渡手形 831 1,554

借用金 24,162 25,651

外国為替 51 19

その他負債 18,360 19,060

賞与引当金 1,221 293

役員賞与引当金 54 38

退職給付引当金 6,684 6,701

役員退職慰労引当金 592 643

睡眠預金払戻損失引当金 368 341

偶発損失引当金 3,048 3,775

利息返還損失引当金 259 226

再評価に係る繰延税金負債 4,485 3,836

負ののれん 75 －

支払承諾 13,372 13,285

負債の部合計 2,863,490 3,074,354

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,645

利益剰余金 105,816 105,534

自己株式 △231 △227

株主資本合計 149,321 149,043

その他有価証券評価差額金 8,929 6,797

繰延ヘッジ損益 △0 △0

土地再評価差額金 3,595 4,038

その他の包括利益累計額合計 12,525 10,835

少数株主持分 3,077 3,293

純資産の部合計 164,924 163,172

負債及び純資産の部合計 3,028,414 3,237,526
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

経常収益 52,762 50,681

資金運用収益 31,720 30,285

（うち貸出金利息） 24,900 24,068

（うち有価証券利息配当金） 6,678 6,045

役務取引等収益 5,273 5,544

その他業務収益 13,709 12,920

その他経常収益 2,060 1,930

経常費用 48,093 47,628

資金調達費用 2,799 1,970

（うち預金利息） 2,496 1,701

役務取引等費用 1,832 1,865

その他業務費用 9,814 9,622

営業経費 26,638 26,550

その他経常費用 7,008 7,619

経常利益 4,669 3,052

特別利益 26 124

固定資産処分益 － 124

償却債権取立益 1  

負ののれん発生益 25 －

特別損失 173 205

固定資産処分損 19 129

減損損失 154 75

税金等調整前四半期純利益 4,522 2,972

法人税等 2,034 1,823

少数株主損益調整前四半期純利益 2,488 1,148

少数株主利益 92 220

四半期純利益 2,395 927
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,488 1,148

その他の包括利益 △5,403 △1,569

その他有価証券評価差額金 △5,403 △2,134

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金  565

四半期包括利益 △2,915 △420

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,011 △639

少数株主に係る四半期包括利益 96 218

㈱名古屋銀行(8522)　　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－5－



 該当事項はありません。   

     

 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）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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（１）損益の状況（単体） 

（注）平成23年３月期第３四半期の「償却債権取立益」は「特別損益」に計上しております。   

４．平成24年３月期 第３四半期決算説明資料

  
○当第３四半期の経常収益は、 億円（通期予想比 ％）となりました。 

○経常利益は 億円となり、四半期純利益は４億円となりました。 

○貸倒償却引当費用は、 億円となりました。 

395 77.9

18

33

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

    平成24年３月期 
第３四半期 

平成23年３月期 
第３四半期 

増減   
平成24年３月期 

通期予想 

経常収益           39,511  41,226  △1,715     50,700

業務粗利益                  ①  32,588  33,534  △946     

  資金利益  28,348  28,956  △608     

  役務取引等利益  3,440  3,193  246     

  
その他業務利益 

（うち国債等債券損益）  ② 

 799

1,012

 1,384

1,744

 △585

△731
    

経費（△）                  ③  25,051  25,053  △1     

  人件費  15,241  15,307  △65     

  物件費   8,629  8,551  77     

  税金   1,180  1,194  △13     

実質業務純益（①－③）   ④  7,536  8,481  △945     

  コア業務純益（④－②）   6,524  6,737  △213     

一般貸倒引当金繰入額（△）  ⑤  0  1,091  △1,091     

業務純益  7,535  7,389  146     

臨時損益   △5,694  △3,448  △2,245   

 不良債権処理額（△）     ⑥  3,356  3,296  59   

 株式等関係損益   △2,057  513  △2,571   

 その他臨時損益   △280  △665  385   

経常利益  1,841  3,940  △2,099    2,900

特別損益  △79  △170  91     

税引前四半期純利益   1,762  3,770  △2,008   

法人税等（△）  1,285  1,677  △391   

四半期（当期）純利益  476  2,093  △1,616    900

          

  貸倒償却引当費用（⑤＋⑥）  3,356  4,388  △1,032     
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（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（国際統一基準） 

   

（注）小数点第２位未満を切り捨てにて表示しております。 

  

  
○金融再生法ベース開示不良債権額は、平成22年12月末比 億円増加して 億円となり、対象債権合計比は、

％となりました。  

131 786 3.65

【単体】 （単位：百万円) （単位：百万円）

  平成23年12月末 平成22年12月末 増減   
（参考） 

平成23年３月末 

破産更生債権及びこれらに準

ずる債権 
 12,865  14,919  △2,053    13,806

危険債権  46,489  37,238  9,251    36,965

要管理債権  19,306  13,338  5,968    14,504

合計  78,662  65,496  13,166    65,275

            

対象債権合計  2,154,237  2,089,554  64,683    2,087,935

対象債権合計比（％）  3.65  3.13  0.52    3.13

  
○自己資本比率（単体）は、平成23年９月末比 ％低下して ％となりました。  

 自己資本比率（連結）は、平成23年９月末比 ％低下して ％となりました。  

 当行は、平成23年９月末より国際統一基準を適用しております。  

0.36 11.03

0.35 11.25

【単体】 （単位：百万円）

  
  平成23年12月末 

（国際統一基準） 
平成23年９月末 
（国際統一基準） 

平成23年９月末比 
  

(1) 自己資本比率 ％ 11.03 ％ 11.39 ％ △0.36

   うちＴier Ⅰ 比率 ％ 9.63 ％ 9.86 ％ △0.23

(2) 基本的項目（Ａ）    145,921    144,875    1,045

(3) 補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）  21,155  22,509  △1,354

  
(イ）その他有価証券の貸借対照表計上額から

帳簿価額を控除した額の45％相当額 
 4,764  6,371  △1,607

  
(ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価

額の差額の45％相当額 
 3,543  3,550  △6

  (ハ）一般貸倒引当金  12,847  12,587  259

  (ニ）負債性資本調達手段等  －  －  －

うち自己資本への算入額（Ｂ）    21,155    22,509    △1,354

(4) 控除項目（Ｃ）    18    19    △0

  
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有
相当額 

   18    19    △0

(5) 自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）    167,057    167,365    △307

(6) リスク・アセット等    1,514,054    1,468,599    45,454
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（注）小数点第２位未満を切り捨てにて表示しております。 

  

  

（４）有価証券の評価損益（単体） 

  

 （注）１．その他有価証券については、時価評価しておりますので、上記の表上は、貸借対照表と取得原価との差額を

計上しております。 

２．満期保有目的の債券は保有しておりません。 

  

【連結】 （単位：百万円）

  
  

平成23年12月末 
（国際統一基準） 

平成23年９月末 
（国際統一基準） 

平成23年９月末比 
  

(1) 自己資本比率 ％ 11.25 ％ 11.60 ％ △0.35

   うちＴier Ⅰ 比率 ％ 9.84 ％ 10.06 ％ △0.22

(2) 基本的項目（Ａ）  152,336  151,146  1,189

(3) 補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ）  21,902  23,245  △1,342

  
(イ）その他有価証券の連結貸借対照表計上額

から帳簿価額を控除した額の45％相当額 
 4,765  6,373  △1,608

  
(ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価

額の差額の45％相当額 
 3,543  3,550  △6

  (ハ）一般貸倒引当金  13,593  13,321  271

  (ニ）負債性資本調達手段等  －  －  －

うち自己資本への算入額（Ｂ）  21,902  23,245  △1,342

(4) 控除項目（Ｃ）  18  19  △0

  
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有
相当額 

 18  19  △0

(5) 自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  174,219  174,372  △152

(6) リスク・アセット等  1,547,530  1,502,048  45,482

  
○その他有価証券の評価損益は、平成 年12月末比 億円減少して、 億円の評価益となりました。  22 57 105

【単体】 （単位：百万円） （単位：百万円）

  

平成23年12月末 平成22年12月末  
（参考） 

平成23年３月末 

評価損益  評価損益   評価損益 

  評価益 評価損   評価益 評価損     評価益 評価損

その他有価証券  10,587  17,332 6,745 16,344 21,718 5,374    14,190  20,106 5,915

   株式  5,950  10,503 4,553 12,246 14,178 1,931    12,877  15,221 2,344

  債券  5,653  6,369 715 5,304 7,225 1,920    2,237  4,687 2,449

  その他  △1,016  459 1,475 △1,207 314 1,521    △924  197 1,121
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（５）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 年12月末比 億円増加し、３兆 億円となりました。そのうち個 

 人預金は、平成 年12月末比 億円増加し、１兆 億円となりました。 

○貸出金は、平成 年12月末比 億円増加し、２兆 億円となりました。そのうち消費者ローンは平成 年12月 

 末比 億円増加し、 億円となりました。  

22 1,525 33

22 372 9,518

22 691 1,226 22

267 6,100

【単体】 （単位：百万円) （単位：百万円）

  平成23年12月末 平成22年12月末 増減   
（参考） 

平成23年３月末 

預金等  3,003,391  2,850,808  152,583    2,794,995

  うち個人預金  1,951,866  1,914,612  37,253    1,909,341

貸出金  2,122,629  2,053,511  69,117    2,055,266

  うち消費者ローン   610,092  583,371  26,721   589,892

【単体】      (単位：百万円)   (単位：百万円)

  平成23年12月末 平成22年12月末 増減 
  

  

 (参考）  

 平成23年３月末 

 投資信託          80,229 88,469  △8,240   90,094

 公共債 147,561 175,452  △27,890   165,984

 保険商品 117,362 92,473  24,889   96,958

 外貨預金 25,228 22,194  3,034   24,150

 合計  370,382 378,588  △8,206   377,187
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