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(表示単位未満切捨て)

１．2019年３月期第３四半期の連結業績（2018年４月１日～2018年12月31日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期第３四半期 1,384,720 － 281,851 － 203,314 －

2018年３月期第３四半期 － － － － － －
(注) 包括利益 2019年３月期第３四半期 △603,767百万円( －％) 2018年３月期第３四半期 －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

2019年３月期第３四半期 54.23 －

2018年３月期第３四半期 － －
　

(注１) 「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注２) 2019年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2018年３月期第３四半期の数値及び
　 対前年同四半期増減率については記載しておりません。

　

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年３月期第３四半期 209,718,214 10,735,101 5.1

2018年３月期 210,629,821 11,521,680 5.4
(参考) 自己資本 2019年３月期第３四半期 10,730,108百万円 2018年３月期 11,521,216百万円
　

(注) 「自己資本比率」は、「期末純資産の部合計－期末非支配株主持分」を「期末資産の部合計」で除して算出し
　 ております。
　 なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。

２．配当の状況

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

2018年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2019年３月期 － 25.00 －

2019年３月期(予想) 25.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2019年３月期の連結業績予想（2018年４月１日～2019年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
１株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 370,000 △25.9 260,000 △26.2 69.35
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

(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 ： 無
　

　

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2019年３月期３Ｑ 4,500,000,000株 2018年３月期 4,500,000,000株

② 期末自己株式数 2019年３月期３Ｑ 751,208,350株 2018年３月期 751,069,350株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年３月期３Ｑ 3,748,789,120株 2018年３月期３Ｑ 3,748,960,150株
　

(注) 期末自己株式数には、株式給付信託が保有する当行株式が、2019年３月期第３四半期683,400株、2018年３
月期544,400株含まれております。また、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、株式給
付信託が保有する当行株式が、2019年３月期第３四半期685,930株、2018年３月期第３四半期514,900株含ま
れております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料は、株式会社ゆうちょ銀行（以下「当行」といいます。）及びその連結子会社（以下「当行グループ」と
いいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当行の発行する株式その他の
有価証券への勧誘を構成するものではありません。
　本資料には、見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、本資料の作成時
点において当行が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、こ
れらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）は、客観的に不正確
であったり、または将来実現しない可能性があります。
　このような事態の原因となりうる不確実性やリスクとしては、リスク管理方針及び手続の有効性に係るリスク、
市場リスク、市場流動性リスク、資金流動性リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク等、事業戦略・経営
計画に係るリスク、業務範囲の拡大等に係るリスク、事業環境等に係るリスク、その他様々なものが挙げられます
が、これらに限られません。当行グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると、当行が認識して
いる重要な事実については、有価証券報告書及び最新の四半期報告書をご参照ください。
　なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当行はそれ
らの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。したがって、将来の見通しと実際の
結果は必ずしも一致するものではありません。
　また、本資料に記載されている当行グループ及び日本郵政グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報等か
ら引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当行は何らの検証も行っておらず、また、これを
保証するものではありません。また、本資料の内容は、事前の通知なく変更されることがあります。
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【添付資料】
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

　(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部

現金預け金 49,288,314 50,001,112

コールローン 480,000 370,000

買現先勘定 － 8,641,864

債券貸借取引支払保証金 8,224,153 －

買入金銭債権 278,566 258,099

商品有価証券 32 42

金銭の信託 4,241,524 3,949,095

有価証券 139,200,459 138,081,349

貸出金 6,145,537 5,513,623

外国為替 87,487 110,943

その他資産 2,442,327 2,537,783

有形固定資産 190,104 200,427

無形固定資産 52,382 54,863

貸倒引当金 △1,066 △993

資産の部合計 210,629,821 209,718,214

負債の部

貯金 179,881,329 181,838,760

売現先勘定 1,985,285 11,088,851

債券貸借取引受入担保金 13,812,123 3,760,021

コマーシャル・ペーパー 191,481 43,551

借用金 2,400 3,900

外国為替 309 538

その他負債 1,950,360 1,318,662

賞与引当金 7,907 1,868

退職給付に係る負債 135,655 139,155

従業員株式給付引当金 809 480

役員株式給付引当金 144 159

睡眠貯金払戻損失引当金 86,114 88,067

繰延税金負債 1,054,220 699,096

負債の部合計 199,108,141 198,983,113

純資産の部

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 4,296,285 4,296,286

利益剰余金 2,399,162 2,415,003

自己株式 △1,300,717 △1,300,926

株主資本合計 8,894,730 8,910,362

その他有価証券評価差額金 2,615,432 1,825,506

繰延ヘッジ損益 3,119 △12,568

退職給付に係る調整累計額 7,934 6,808

その他の包括利益累計額合計 2,626,485 1,819,745

非支配株主持分 463 4,992

純資産の部合計 11,521,680 10,735,101

負債及び純資産の部合計 210,629,821 209,718,214
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

経常収益 1,384,720

資金運用収益 1,050,782

（うち貸出金利息） 9,287

（うち有価証券利息配当金） 1,016,384

役務取引等収益 105,916

その他業務収益 166,082

その他経常収益 61,939

経常費用 1,102,868

資金調達費用 260,229

（うち貯金利息） 64,782

役務取引等費用 24,706

その他業務費用 23,146

営業経費 781,262

その他経常費用 13,523

経常利益 281,851

特別損失 917

固定資産処分損 823

減損損失 93

税金等調整前四半期純利益 280,934

法人税、住民税及び事業税 76,910

法人税等調整額 1,002

法人税等合計 77,913

四半期純利益 203,021

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △292

親会社株主に帰属する四半期純利益 203,314
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

四半期純利益 203,021

その他の包括利益 △806,789

その他有価証券評価差額金 △789,974

繰延ヘッジ損益 △15,688

退職給付に係る調整額 △1,126

持分法適用会社に対する持分相当額 △0

四半期包括利益 △603,767

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △603,425

非支配株主に係る四半期包括利益 △341
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　(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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