
２０１８年５月１１日

2018年３月期（2017年度）
決算ハイライト

（注） 本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。



１．ＦＧ連結決算の状況

P.1◆ 関西みらいフィナンシャルグループ（ＦＧ連結）
（単位：億円）

関西みらいフィナンシャルグループの創設

・2017年11月14日 持株会社設立
・2017年12月 7日 近畿大阪銀行株式をりそなホールディングス

より譲受
・2018年 4月 1日 関西アーバン銀行･みなと銀行株式と株式交

換を実施
同 日 東京証券取引所市場第一部に上場

〔会社概要〕
事業内容 ：銀行持株会社
グループ銀行：関西アーバン銀行･近畿大阪銀行･みなと銀行
本社所在地 ：大阪市中央区備後町
主要株主 ：りそなホールディングス(51％)、

三井住友銀行(21％)

２０１８年３月期決算

〔連結対象会社･連結期間〕
・持株会社の連結対象は３月末時点では近畿大阪銀行連結のみ
・持株会社の設立時より３月末までの業績と、近畿大阪銀行連
結の2018年1月から3月までの３ヵ月間の業績を連結

〔決算概況〕
・親会社株主に帰属する当期純利益は720億円
・近畿大阪銀行株式譲受に伴う｢負ののれん発生益｣は704億円
・連結自己資本比率(国内基準) 8.71％

　経　常　収　益 (1) 141 

　業  務  粗  利  益 (2) 119 

(3) 74 

(4) 36 

(5) 9 

　経 費（除く銀行臨時処理分） (6) △92 

　実  質  業  務  純  益  （2+6）  (7) 27 

　臨　時　損　益 (8) △6 

(9) 21 

(10) 703 

 う ち 負 の の れ ん 発 生 益 (11) 704 

(12) 725 

　当  期  純  利  益 (13) 720 

(14) 720 

(15) 8.71%

　親会社株主に帰属する当期純利益

　(連結) 自己資本比率〈国内基準〉

　そ　の　他　業　務　利　益

　経　常　利　益

  特　別　損　益

　税金等調整前当期純利益

　役　務　取　引　等　利　益

関西みらいFG連結決算 2018年3月期

　資　金　利　益



１．2018年３月期 決算

P.2◆ 関西みらいフィナンシャルグループ（グループ銀行）
（単位：億円）

みなと銀行
・ 役務取引等利益は前期比6億円増加したが、債券関係損益が前期

比36億円減少となったことから、実質業務純益は前期比46億円減
少の58億円。

・ 株式等売却益が前期比30億円増加したことから、経常利益は前期
比11億円減少の88億円。法人税等の減少等により、当期純利益は
前期比2億円増加の68億円。

関西アーバン銀行
・ 資金利益は減益となるが、役務取引等利益、債券関係損益の増益、

経費負担減により、実質業務純益は前期同水準の187億円。
・ 与信費用は、DCF法適用（影響額22億円）も含め、前期比16億円

増加の△17億円。
・ 与信費用増加を主要因に、経常利益は前期比15億円減少の161億

円、当期純利益は前期比12億円減少の127億円。

近畿大阪銀行
・ 資金利益、役務取引等利益の増益により、実質業務純益は前期比

45億円増加の103億円。
(資金利益には子会社株式配当金50億円を含む)

・ 与信費用は15億円の戻入益ながら、前期比では戻入益が10億円
減少。

・ 実質業務純益増加を主要因に、経常利益は前期比53億円増加の
119億円、当期純利益は前期比20億円増加の95億円。

関西

アーバン
近畿大阪 みなと

 業務粗利益 (1) 1,466 △16 602 469 393

 資金利益 (2) 1,198 △6 530 351 315

 役務取引等利益 (3) 223 ＋33 47 97 78

 その他業務利益 (4) 44 △43 25 20 △0

 （うち債券関係損益） (5) (19) (△37) (7) (16) (△4)

 経費 (6) △1,116 ＋15 △415 △366 △335

 実質業務純益 (7) 349 △0 187 103 58

 業務純益 (8) 365 ＋13 200 103 62

 株式等関係損益 (9) 65 ＋43 2 23 39

 経常利益 (10) 369 ＋26 161 119 88

 税引前当期純利益 (11) 370 ＋2 153 126 91

 当期純利益 (12) 291 ＋10 127 95 68

 与信費用 (13) △11 △26 △17 15 △10

 OHR (14) 76.17% △0.23% 68.87% 78.05% 85.12%

前期比【単体】 ３行合算 関西

アーバン
近畿大阪 みなと

(15) 276 △32 138 61 76
 親会社株主に帰属
 する当期純利益

【連結】 ３行合算 前期比



２．預金・貸出金・預かり資産残高

P.3◆ 関西みらいフィナンシャルグループ（グループ銀行）
（単位：億円）

みなと銀行
・ 貸出金は、事業性貸出、個人ローンを中心に
・ 前期比＋151億円。
・ 貸出金利回りは前期比△0.05％となるも低下幅
・ は縮小（2016年度△0.11％）。

・ 預かり資産販売は、投信販売が好調。販売額は
前期比約4割増加。

関西アーバン銀行
・ 貸出金は、事業性貸出、住宅ローンを中心に
・ 前期比＋892億円。
・ 貸出金利回りは前期比△0.11％となるも低下幅
・ は縮小（2016年度△0.19％）。

・ 預かり資産販売は、投信信託・保険とも好調、
・ 2年連続で前期比増加（販売額は過去3番目の水
・ 準）。

近畿大阪銀行
・ 貸出金は、前期比では△253億円となるも、平残

では前期比＋82億円。
・ 貸出金利回りは前期比△0.12％となるも低下幅
・ は縮小（2016年度△0.14％）。

・ 預かり資産販売は、投資信託・保険とも前期対比
で増加。販売額中ファンドラップは138億円。

関西

アーバン
近畿大阪 みなと

 預金（含むNCD） (1) 108,120 ＋1,573 42,573 33,047 32,499

(2) 89,015 ＋789 39,590 24,151 25,273

(3) 79,800 ＋1,596 37,090 22,350 20,359

 うち消費者ローン (4) 39,324 ＋365 18,758 11,924 8,641

(5) 6,889 △255 2,476 2,362 2,050

(6) 1.26% △0.10% 1.40% 1.16% 1.14%

(7) 0.05% △0.01% 0.08% 0.03% 0.03%

(8) 1.21% △0.08% 1.31% 1.12% 1.11%

(9) 4,751 ＋546 2,057 1,734 959

(10) 3,764 ＋542 1,569 1,430 764

(11) 986 ＋4 487 303 195 保険

 投資信託

 うち中小企業等向け

前期比

 預かり資産販売額

 合計

 貸出金利回

 預金等利回

 預貸金利回差

３行合算

 貸出金

 投資信託

 預かり資産残高



P.4◆ 関西みらいフィナンシャルグループ（ＦＧ連結・グループ銀行）

３．2019年３月期 業績目標 （単位：億円）

※経営統合に伴う｢負ののれん発生益｣として560億円程度を
特別利益に計上する見込みです。

2018年度
中間期

2018年度
通期

(1) 650 765

関西みらいFG連結

 親会社株主に帰属する
 当期（中間）純利益

2018年度
中間期

2018年度
通期

(2) － 25円

関西みらいFG連結

 １株当たり普通配当

2018年度
中間期

2018年度
通期

2018年度
中間期

2018年度
通期

2018年度
中間期

2018年度
通期

2018年度
中間期

2018年度
通期

 業務粗利益 (3) 735 1,500 310 630 215 435 210 435

 経費 (4) △575 △1,160 △225 △460 △180 △360 △170 △340

 実質業務純益 (5) 160 340 85 170 35 75 40 95

 株式等関係損益 (6) 5 15 -               -               -               -               5 15

 与信費用 (7) △40 △70 △10 △20 △10 △20 △20 △30

 税引前当期（中間）純利益 (8) 90 215 50 105 10 25 30 85

 当期（中間）純利益 (9) 70 165 45 90 5 15 20 60

近畿大阪 みなと
３行合算

関西アーバン



１．2018年３月期 決算

P.5◆ 関西アーバン銀行
２．預金・貸出金・預かり資産残高等（単位：億円） （単位：億円）

2017年３月期比

 業務粗利益 (1) 607 602 △4

 資金利益 (2) 542 530 △12

 役務取引等利益 (3) 40 47 ＋6

 その他業務利益 (4) 23 25 ＋1

 （うち債券関係損益） (5) (1) (7) (＋5)

 経費 (6) △420 △415 ＋5

 実質業務純益 (7) 186 187 ＋0

 業務純益 (8) 179 200 ＋20

 株式等関係損益 (9) 3 2 △1

 経常利益 (10) 177 161 △15

 税引前当期純利益 (11) 174 153 △20

 当期純利益 (12) 140 127 △12

 与信費用 (13) △0 △17 △16

 OHR (14) 69.23% 68.87% △0.36%

 自己資本比率 (15) 6.25% 6.03% △0.22%

2017年３月期比

(16) 189 177 △11

(17) 150 138 △11

 自己資本比率 (18) 6.38% 6.17% △0.21%

【単体】 2017年３月期 2018年３月期

 親会社株主に帰属する
 当期純利益

 経常利益

【連結】 2017年３月期 2018年３月期

2017年３月末比

 預金（含むNCD） (19) 41,965 42,573 ＋608

 うち預金 (20) 40,418 40,760 ＋342

 うち個人預金 (21) 28,313 28,426 ＋112

(22) 38,697 39,590 ＋892

(23) 36,123 37,090 ＋966

 うち消費者ローン (24) 18,271 18,758 ＋487

(25) 2,575 2,476 △98

(26) 1.52% 1.40% △0.11%

(27) 0.11% 0.08% △0.02%

(28) 1.41% 1.31% △0.09%

2017年３月期比

(29) 1,965 2,057 ＋91

(30) 1,499 1,569 ＋70

(31) 466 487 ＋21

期末残高 2017年３月末 2018年３月末

 貸出金

 うち中小企業等向け

 貸出金利回

 預金等利回

 預貸金利回差

 預かり資産販売額合計

2017年３月期 2018年３月期

 投資信託
 預かり資産残高

 投資信託

 保険



１．2018年３月期 決算

P.6◆ 近畿大阪銀行

２．預金・貸出金・預かり資産残高等（単位：億円） （単位：億円）

2017年３月期比

 業務粗利益 (1) 433 469 ＋35

 資金利益 (2) 330 351 ＋21

 役務取引等利益 (3) 77 97 ＋20

 その他業務利益 (4) 26 20 △5

 （うち債券関係損益） (5) (23) (16) (△6)

 経費 (6) △376 △366 ＋9

 実質業務純益 (7) 57 103 ＋45

 業務純益 (8) 57 103 ＋45

 株式等関係損益 (9) 9 23 ＋14

 経常利益 (10) 65 119 ＋53

 税引前当期純利益 (11) 97 126 ＋29

 当期純利益 (12) 75 95 ＋20

 与信費用 (13) 26 15 △10

 OHR (14) 86.78% 78.05% △8.73%

 自己資本比率 (15) 10.40% 9.85% △0.55%

2017年３月期比

(16) 83 94 10

(17) 87 61 △26

 自己資本比率 (18) 11.51% 10.69% △0.82%

【連結】 2017年３月期 2018年３月期

 経常利益

 親会社株主に帰属する
 当期純利益

【単体】 2017年３月期 2018年３月期
2017年３月末比

 預金（含むNCD） (19) 32,945 33,047 ＋101

 うち預金 (20) 32,357 32,500 ＋142

 うち個人預金 (21) 25,039 25,172 ＋132

(22) 24,405 24,151 △253

(23) 22,345 22,350 ＋5

 うち消費者ローン (24) 12,040 11,924 △115

(25) 2,486 2,362 △123

(26) 1.28% 1.16% △0.12%

(27) 0.03% 0.03% △0.00%

(28) 1.24% 1.12% △0.11%

2017年３月期比

(29) 1,455 1,734 ＋278

(30) 1,166 1,430 ＋264

(31) 289 303 ＋14

 投資信託

 保険

 預金等利回

期末残高

 預貸金利回差

2017年３月期 2018年３月期

 貸出金

2017年３月末 2018年３月末

 預かり資産販売額合計

 うち中小企業等向け

 投資信託
 預かり資産残高

 貸出金利回



１．2018年３月期 決算

P.7◆ みなと銀行
２．預金・貸出金・預かり資産残高等（単位：億円） （単位：億円）

2017年３月末比

 預金（含むNCD） (19) 31,636 32,499 ＋863

 うち預金 (20) 31,460 32,385 ＋925

 うち個人預金 (21) 24,698 25,188 ＋490

(22) 25,122 25,273 ＋151

(23) 19,734 20,359 ＋624

 うち消費者ローン (24) 8,647 8,641 △5

(25) 2,083 2,050 △32

(26) 1.19% 1.14% △0.05%

(27) 0.03% 0.03% △0.00%

(28) 1.16% 1.11% △0.05%

2017年３月期比

(29) 783 959 ＋176

(30) 556 764 ＋207

(31) 226 195 △31

2017年３月末

2018年３月期

 投資信託

 保険

 貸出金利回

 預金等利回

 預貸金利回差

2017年３月期

 預かり資産販売額合計

 貸出金

 うち中小企業等向け

 投資信託
 預かり資産残高

2018年３月末期末残高2017年３月期比

 業務粗利益 (1) 441 393 △47

 資金利益 (2) 331 315 △15

 役務取引等利益 (3) 71 78 ＋6

 その他業務利益 (4) 37 △0 △38

 （うち債券関係損益） (5) (32) (△4) (△36)

 経費 (6) △335 △335 ＋0

 実質業務純益 (7) 105 58 △46

 業務純益 (8) 115 62 △53

 株式等関係損益 (9) 8 39 ＋30

 経常利益 (10) 99 88 △11

 税引前当期純利益 (11) 96 91 △5

 当期純利益 (12) 66 68 ＋2

 与信費用 (13) △11 △10 ＋1

 OHR (14) 76.07% 85.12% ＋9.05%

 自己資本比率 (15) 6.81% 6.74% △0.07%

2017年３月期比

(16) 110 103 △6

(17) 71 76 5

 自己資本比率 (18) 7.14% 7.10% △0.04%

【単体】 2017年３月期 2018年３月期

【連結】 2017年３月期 2018年３月期

 経常利益

 親会社株主に帰属する
 当期純利益


