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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）

当第3四半期累計期間 前第3四半期累計期間

（平成27年12月期） 前年同期比 （平成26年12月期）

連結粗利益　　※1 68,863                  △901                   69,765                  
資金利益 38,772                  738                      38,034                  
役務取引等利益 8,621                    △1,813                 10,435                  
特定取引利益 7,531                    △796                   8,327                    
その他業務利益 13,938                  969                      12,968                  

経費 △30,286               △1,759                 △28,526               
連結実質業務純益　　※2 38,576                  △2,661                 41,238                  
与信関連費用 1,851                    △10,055               11,907                  

貸出金償却 △140                   120                      △260                   
個別貸倒引当金純繰入額 △512                   △8,493                 7,980                    
一般貸倒引当金純繰入額 △656                   2,440                    △3,096                 
特定海外債権引当勘定純繰入額 -                         -                         -                         
その他の債権売却損等 △51                     △2,662                 2,611                    
償却債権取立益　 3,370                    △1,504                 4,875                    
ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金純繰入額 △157                   44                        △202                   

株式等関係損益 1,172                    132                      1,039                    
持分法による投資損益 -                         -                         -                         
その他 1,537                    1,250                    287                      
経常利益 43,138                  △11,334               54,472                  
特別損益 △3                      5,740                    △5,744                 
税金等調整前四半期純利益 43,134                  △5,593                 48,727                  
法人税、住民税及び事業税 △1,297                 965                      △2,263                 
法人税等調整額 △6,713                 5,464                    △12,178               
四半期純利益 35,122                  837                      34,285                  
非支配株主に帰属する四半期純利益 △20                     42                        △62                     
親会社株主に帰属する四半期純利益 35,102                  879                      34,222                  

※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－経費

（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）

前年同期比

連結子会社数 18                        0 18                        
持分法適用会社数 0                         0 0                         

平成27年12月末 平成26年12月末
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株式会社 あおぞら銀行

  【単体】 （単位：百万円）

当第3四半期累計期間 前第3四半期累計期間

（平成27年12月期） 前年同期比 （平成26年12月期）

業務粗利益 65,026                  478                      64,547                  
(除く国債等債券損益(５勘定尻)) 59,026                  △1,513                60,539                  
資金利益 37,336                  260                      37,076                  
役務取引等利益 8,733                   △1,385                10,118                  
特定取引利益 5,695                   △1,521                7,216                   
その他業務利益 13,260                  3,124                   10,135                  
 (うち国債等債券損益) 6,000                   1,992                   4,007                   

経費 △27,723              △1,465                △26,257              
人件費 △13,640              △367                  △13,272              
物件費 △12,451              △993                  △11,458              
税金 △1,631                △105                  △1,525                

業務純益（一般貸倒引当金等繰入前） 37,303                  △986                  38,290                  
除く国債等債券損益(５勘定尻) 31,302                  △2,979                34,282                  

与信関連費用 1,394                   △10,350              11,744                  
貸出金償却 △83                    676                      △760                  
個別貸倒引当金純繰入額 △512                  △8,143                7,630                   
一般貸倒引当金純繰入額 △754                  1,391                   △2,145                
特定海外債権引当勘定純繰入額 -                         -                         -                         
その他の債権売却損等 32                       △2,621                2,653                   
償却債権取立益　 2,905                   △1,664                4,570                   
ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ取引信用ﾘｽｸ引当金純繰入額 △192                  12                       △204                  

株式等関係損益 1,172                   132                      1,039                   
その他臨時損益等 2,042                   461                      1,581                   
経常利益 41,912                  △10,743              52,656                  
特別損益 △3                      △0                      △2                      
税引前四半期純利益 41,909                  △10,744              52,653                  
法人税、住民税及び事業税 △998                  1,119                   △2,117                
法人税等調整額 △6,719                5,459                   △12,178              
四半期純利益 34,192                  △4,166                38,358                  

36,356                  △1,728                38,085                  

（注） 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

業務純益
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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】 （単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

国債 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

地方債 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

短期社債 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

社債 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

その他 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

合計 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

２．その他有価証券で時価のあるもの

【連結】 （単位：百万円）

取得原価
連結貸借対照表

計上額
評価差額 取得原価

連結貸借対照表
計上額

評価差額 取得原価
連結貸借対照表

計上額
評価差額

株式 14,131       39,141       25,009   14,280       39,388       25,108   14,592       40,862       26,269   

債券 176,780      177,120      339       189,126      189,112      △14      250,711      251,808      1,097     

国債 125,280      125,234      △46      135,381      135,406      24         193,080      193,993      913       

地方債 17,391       17,569       177       14,863       14,983       120       18,379       18,515       136       

短期社債 -               -               -           -               -               -           -               -               -           

社債 34,109       34,317       208       38,882       38,722       △160    39,251       39,298       46         

その他 769,803      763,140      △6,663  647,884      646,996      △887    600,186      623,911      23,724   

合計 960,716      979,402      18,686   851,291      875,497      24,205   865,490      916,581      51,091   

平成27年12月末 平成27年9月末 平成27年3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。

平成27年12月末 平成27年9月末 平成27年3月末

（注）

（注） 

１．四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権の一部を含めて記載しております。

２．四半期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。
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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27年9月末比 平成27年3月末比

破産更生債権及びこれらに
準ずる債権 125                  △150               △151               275                  276                  

危険債権 18,662              △2,061             △7,487             20,724              26,150              

要管理債権 3,926                △58                 △7,842             3,984                11,768              

合　計 (A) 22,714              △2,270             △15,481           24,985              38,195              

正常債権 2,622,818          648                  △164,251         2,622,169          2,787,069          

総　計 (B) 2,645,532          △1,622             △179,732         2,647,155          2,825,265          

不良債権比率（A/B) 0.9% △0.0% △0.5% 0.9% 1.4%

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27年9月末比 平成27年3月末比

保全額 (C) 18,640              △986               △12,062           19,626              30,702              

貸倒引当金 (D) 10,657              △47                 △934               10,705              11,591              

担保保証等 (E) 7,983                △938               △11,127           8,921                19,111              

（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   C/A

平成27年9月末比 平成27年3月末比

部分直接償却後 82.1% 3.5% 1.7% 78.6% 80.4%

引当率   D/(A-E)

平成27年9月末比 平成27年3月末比

部分直接償却後 72.3% 5.7% 11.6% 66.6% 60.7%

平成27年3月末平成27年9月末

平成27年3月末平成27年9月末平成27年12月末

平成27年12月末

平成27年12月末

平成27年12月末 平成27年3月末平成27年9月末

平成27年3月末平成27年9月末
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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

１．CDO、CMBS、RMBS関連エクスポージャー

  (単位：億円)

27年12月末 27年3月末

 

0 0

北米 0 0

30 30

 日本                          -                          -

 アジア 30 30

5 7

日本 5 7

２. レバレッジ・ファイナンス

  (単位：億円)

27年12月末 27年3月末

922 846

50 36

971 882

地域別の残高内訳

  (単位：億円)

27年12月末 27年3月末

409 409

74 60

438 349

51 64

971 882

（注）記載金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しております。

　欧州諸国

　日本

　大洋州

合　計

　ローン残高

　コミットメントライン　(未実行分)

合　計

　北米

当行グループのCDO（Collateralized Debt Obligation）、CMBS（Commercial Mortgage Backed Securities）、RMBS
（Residential Mortgage Backed Securities）関連のエクスポージャーは以下の通りです。

　ＣＤＯ

　ＣＭＢＳ

　ＲＭＢＳ

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（過去の買収案件のリファイナンス等を含
む。）を集計しております。ただし、投資適格水準相当のものを除いております。
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