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ハーン銀行の 2022 年 12 月期の業績に関するお知らせ 

 

 

当社の連結子会社である Khan Bank LLC（本社：モンゴル国ウランバートル市、CEO：

Munkhtuya Rentsenbat、以下「ハーン銀行」又は「同行」という。）が、同行の 2022 年 12

月期（2022 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日）の個別業績をモンゴル国において発表いたしま

したので、概況を下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

 

ハーン銀行の 2022 年 12 月期の個別業績 

（2022 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日） 
 

損益計算書（抜粋） (単位：百万トゥグルグ) 

科  目 
前期 

(2021年 1～12 月) 

当期 

(2022年 1～12 月) 
前期比 

(増減率 (％ )) 

Interest income （資金運用収益） 1,182,328 1,396,479 18.1％ 

Interest expense （資金調達費用） 569,537 535,467 △6.0％ 

Net interest income （純資金運用収益） 612,791 861,011 40.5％ 

Net interest income after provision 

（貸倒引当金控除後純資金運用収益） 
541,747 718,703 32.7％ 

Other income （その他経常収益） 290,575 475,758 63.7％ 

Other expense （その他経常費用） 445,763 603,628 35.4％ 

Net profit before taxes （税引前純利益） 386,559 590,833 52.8％ 

Net profit after taxes （当期純利益） 291,529 448,772 53.9％ 
 

貸借対照表（抜粋） (単位：百万トゥグルグ) 

科  目 
前期末 

(2021 年 12 月 31 日) 

当期末 

(2022 年 12 月 31 日)  

前期末比 

(増減率 (％ )) 

Total assets （資産合計） 13,572,325 15,065,883 11.0％ 

Total liabilities （負債合計） 12,168,856 13,427,270 10.3％ 

Total equity （純資産合計） 1,403,469 1,638,612 16.8％ 
 

融資残高・預金残高の推移 (単位：百万トゥグルグ) 

科  目 
前期末 

(2021 年 12 月 31 日) 

当期末 

(2022 年 12 月 31 日) 
前年同期比 

(増減率 (％ )) 

Loans and advances to customers (net) （融資残高） 6,708,257 7,534,310 12.3％ 

Customer accounts （預金残高） 10,824,166 11,254,844 4.0％ 
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ハーン銀行の 2022 年 12 月期の業績（現地通貨ベース）は、モンゴル政府による低金利融資

の施策により中小企業向け融資や住宅ローンなどの個人向け融資が大幅に増加した影響から

資金運用収益が増加しました。また、昨年よりモンゴル政府が実施している普通預金・当座預

金に対する利息の支払い免除、及び預金金利が低水準で推移したことにより資金調達費用が減

少したことから、増収増益となりました。さらに、カード事業や E バンキングによる手数料収

入（その他経常収益）も増加したことにより、当期純利益は前期比 53.9％と大幅な増益となり

ました。 

 

 

 損益計算書、貸借対照表等の詳細につきましては、同行のホームページ（英語表記）をご参照ください。 

（Home > About us > Financial information > Quarterly financial report の URL） 

https://www.khanbank.com/en/personal/page/quarterly-financial-report?menu=48 

 

 

【留意事項】 

・上表の金額は、現地通貨（トゥグルグ）で表示しています。なお、当社の連結財務諸表の作成に伴う為

替換算につきましては、資産・負債の項目は同行の決算日（12 月 31 日）時点の為替レートを使用し、

収益・費用の項目は期中平均レートを使用します。 

 《ご参考》 当期末（2022 年 12 月 31 日）時点の為替レート：1 円＝26.07 トゥグルグ 

       前期末（2021 年 12 月 31 日）時点の為替レート：1 円＝24.74 トゥグルグ 

 

・ハーン銀行は 12 月決算です。同行の 2022 年 12 月期（決算日：2022 年 12 月 31 日）の財務諸表は、

当社の 2023 年 3 月期（決算日：2022 年 12 月 31 日）の連結財務諸表の作成に使用する予定です。ま

た、連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行います。 

 

・上表は、ハーン銀行がモンゴル中央銀行によって承認されたモンゴル銀行業界会計ガイドラインに基

づいて作成しておりますが、監査法人の監査・レビュー前の数値であり、IFRS に準拠した数値とは異

なります。なお、当社の連結財務諸表〔日本基準〕を作成する際は、必要な調整を行います。 

 

以 上 

https://www.khanbank.com/en/personal/page/quarterly-financial-report?menu=48

