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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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－期末新株予約権－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。  

(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 ％

28年3月期第3四半期 22,968 △10.5 4,861 0.5 3,626 23.5
27年3月期第3四半期 25,654 5.6 4,834 36.4 2,936 50.7

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 △304百万円 （―％） 27年3月期第3四半期 12,921百万円 （415.3％）

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

28年3月期第3四半期 16.81 16.76
27年3月期第3四半期 13.66 13.63

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 1,941,407 110,456 5.6
27年3月期 1,916,648 111,574 5.7
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 109,134百万円 27年3月期 110,333百万円

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

27年3月期 ― 2.00 ― 2.50 4.50
28年3月期 ― 2.00 ―
28年3月期（予想） 2.00 4.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,400 △5.8 6,000 5.2 4,500 47.2 20.87



(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 

(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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） 28年3月期3Q 217,459,581 株 27年3月期 217,459,581 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 1,506,792 株 27年3月期 2,107,794 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 215,620,251 株 27年3月期3Q 214,911,895 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、一部に弱さはみられますが、緩やかな回復基調が続いてお

ります。各種政策効果の発現などにより、設備投資には持ち直しの動きがみられ、雇用情勢や企業収益は改善傾向

が持続しております。

 当地区におきましても、輸出や生産では一進一退の動きがみられますが、設備投資は大幅に増加してきており、

個人消費や住宅投資は持ち直してきております。

 金融情勢につきましては、日本銀行が実施している量的・質的金融緩和の継続や、世界的な低金利政策の影響な

どにより、長期金利はおおむね0.3％から0.5％の範囲で推移しました。なお、足元では、0.2%台まで低下しており

ます。また、オーバーナイト物金利は、おおむね0.06％から0.08％の範囲で推移しました。

 このような経済金融情勢の下、当行グループの第３四半期連結累計期間の営業成績は次のとおりとなりました。

 経常収益は、利回り低下による貸出金利息収入の減少や、国債等債券売却益の減少などにより、前年同期比26億

86百万円減少の229億68百万円となりました。また、経常費用は、営業経費の削減に加え、国債等債券売却損の減

少などにより、前年同期比27億14百万円減少し181億６百万円となりました。その結果、経常利益は前年同期比27

百万円増加し48億61百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比６億90百万円増加し36億26

百万円となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 資産の部では、貸出金は、取引先の資金ニーズに積極的にお応えするよう努めましたが、前年度末比13億円減少

し１兆2,593億円となりました。また有価証券は、前年度末比102億円増加し5,771億円となりました。一方、負債

の部では、預金は、キャンペーンを実施し魅力的な商品の提供に努めた結果、前年度末比358億円増加し１兆7,454

億円となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年３月期の業績見通しにつきましては、平成27年11月13日公表の予想数値から変更はありません。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（「企業結合に関する会計基準」等の適用）

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）、および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下

「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子

会社に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結

会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施され

る企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半

期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の

変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させる

ため、前第３四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表

の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項（４）、連結会計基準第44-５項（４）

および事業分離等会計基準第57-４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間

の期首時点から将来にわたって適用しております。

 なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

現金預け金 58,020 69,673 

商品有価証券 195 142 

有価証券 566,843 577,129 

貸出金 1,260,725 1,259,391 

外国為替 6,120 6,771 

その他資産 10,431 11,731 

有形固定資産 21,290 20,227 

無形固定資産 3,592 3,249 

繰延税金資産 605 553 

支払承諾見返 6,075 6,696 

貸倒引当金 △17,251 △14,158 

資産の部合計 1,916,648 1,941,407 

負債の部    

預金 1,709,579 1,745,405 

コールマネー及び売渡手形 15,000 － 

借用金 13,807 31,657 

外国為替 13 72 

社債 20,000 15,000 

その他負債 24,245 18,339 

賞与引当金 748 371 

退職給付に係る負債 3,882 3,304 

睡眠預金払戻損失引当金 396 319 

偶発損失引当金 769 653 

繰延税金負債 7,574 6,305 

再評価に係る繰延税金負債 2,982 2,824 

支払承諾 6,075 6,696 

負債の部合計 1,805,073 1,830,950 

純資産の部    

資本金 31,844 31,844 

資本剰余金 23,184 23,184 

利益剰余金 21,635 24,454 

自己株式 △542 △403 

株主資本合計 76,122 79,080 

その他有価証券評価差額金 28,987 24,973 

繰延ヘッジ損益 △267 △313 

土地再評価差額金 5,562 5,386 

退職給付に係る調整累計額 △71 8 

その他の包括利益累計額合計 34,211 30,054 

新株予約権 93 126 

非支配株主持分 1,147 1,195 

純資産の部合計 111,574 110,456 

負債及び純資産の部合計 1,916,648 1,941,407 
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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26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

経常収益 25,654 22,968 

資金運用収益 18,134 17,398 

（うち貸出金利息） 12,371 11,536 

（うち有価証券利息配当金） 5,628 5,755 

役務取引等収益 4,041 4,303 

その他業務収益 2,675 205 

その他経常収益 803 1,061 

経常費用 20,820 18,106 

資金調達費用 1,696 1,562 

（うち預金利息） 1,138 1,040 

役務取引等費用 1,205 1,315 

その他業務費用 2,538 129 

営業経費 14,693 14,232 

その他経常費用 686 866 

経常利益 4,834 4,861 

特別利益 17 157 

固定資産処分益 17 157 

特別損失 434 448 

固定資産処分損 31 15 

減損損失 402 432 

税金等調整前四半期純利益 4,417 4,570 

法人税、住民税及び事業税 287 476 

法人税等調整額 1,139 417 

法人税等合計 1,426 894 

四半期純利益 2,990 3,676 

非支配株主に帰属する四半期純利益 54 49 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,936 3,626 
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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26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 2,990 3,676 

その他の包括利益 9,931 △3,980 

その他有価証券評価差額金 9,792 △4,007 

繰延ヘッジ損益 △90 △45 

土地再評価差額金 △2 - 

退職給付に係る調整額 227 79 

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △6 

四半期包括利益 12,921 △304 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 12,866 △354 

非支配株主に係る四半期包括利益 55 49 
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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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４．平成28年３月期 第３四半期決算説明資料

(１)損益の状況（単体）

(単位：百万円) (単位：百万円)

経常収益

(２)「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」（単体）

(単位：百万円) (単位：百万円)

うち貸倒引当金戻入益(③) 273             - △273 

与信関係費用(①＋②－③) △96 407 503 

税引前四半期純利益 4,074 

総与信に対する割合（Ａ/Ｂ） 4.24% 3.42% △0.82% 4.08% 

正常債権 1,199,581 1,236,784 37,203 1,226,039 

総与信合計　（Ｂ） 1,252,758 1,280,536 27,778 1,278,179 

要管理債権 10,195 9,274 △921 9,291 

合　　　計　（Ａ） 53,177 43,751 △9,426 52,139 

破産更生債権及びこれら
に準ずる債権

16,217 12,935 △3,282 15,385 

危険債権 26,764 21,542 △5,222 27,463 

4,300 

平成26年12月末 平成27年12月末 比　較
（参 考）

平成27年3月末

法人税等調整額 1,130 402 △728 

四半期(当期)純利益 2,750 3,459 709 

4,258 184 

法人税、住民税及び事業税 193 396 203 

経常利益 4,491 4,549 58 5,700 

特別損益 △416 △290 126 

うち株式等関係損益 166 639 473 

うち不良債権処理額(②) 176 632 456 

うち国債等債券損益(５勘定尻) △73 3 76 

臨時損益 129 20 △109 

5,600 

一般貸倒引当金繰入(①)             - △224 △224 

業務純益 4,361 4,528 167 5,700 

業務純益(一般貸倒繰入前) 4,361 4,303 △58 

コア業務純益 4,435 4,300 △135 

物件費 5,765 5,344 △421 

税金 803 848 45 

経費（除く臨時処理分） 14,156 13,741 △415 

人件費 7,587 7,549 △38 

役務取引等利益 2,190 2,350 160 

その他業務利益 △46 △92 △46 

業務粗利益 18,518 18,045 △473 

資金利益 16,374 15,788 △586 

前年同四半期
平成27年3月期
第３四半期

当四半期
平成28年3月期
第３四半期

比　較
通期予想

(平成28年3月期)

24,946 22,267 △2,679 29,400 
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(３) 自己資本比率（国内基準）

(注)平成26年３月末より新しい自己資本比率規制(バーゼルⅢ)に基づき算出しております。

(４)時価のある有価証券の評価差額（単体）

（単位：百万円） （単位：百万円）

(５)デリバティブ取引（単体）

　ア．金利関連取引

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

　イ．通貨関連取引

（単位：百万円） （単位：百万円）

(６)預金・貸出金の残高（単体）

（単位：百万円） （単位：百万円）

預 金 (末残) 1,717,834  1,752,960  35,126  1,717,111  

貸出金 (末残) 1,234,412  1,260,077  25,665  1,260,841  

68,900 △632 △632 

平成26年12月末 平成27年12月末 比　較
（参 考）

平成27年3月末

△18 △18 

店頭 為替予約 64,425 △3,547 △3,547 70,347 547 547 

評価損益

店頭 通貨スワップ 14,474 12 12 25,761 △8 △8 17,236 

評価損益 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価

349 △5 △5 

区分 種　類
平成26年12月末 平成27年12月末

（参 考）
平成27年3月末

契約額等 時価

時価 評価損益

店頭 金利スワップ 358 △7 △7 324 △1 △1 

時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 契約額等

168,899 10,801 11,800 998

区分 種　類
平成26年12月末 平成27年12月末

（参 考）
平成27年3月末

契約額等

29

そ の 他 164,101 9,772 11,453 1,681 161,250 6,126 7,998 1,871

7,172 7,176 3 349,212 7,418 7,448

43,206 22,671 22,874 202

債 券 355,343 9,076 9,082 6 368,500

1,230

株 式 37,862 18,233 18,455 222 41,846 21,839 21,993 153

35,139 37,168 2,028 561,317 40,892 42,122その他有価証券 557,307 37,081 38,991 1,910 571,597

うち益 うち損 うち益 うち損うち益 うち損

平成26年12月末 平成27年12月末
（参 考）

平成27年3月末

時価 評価差額 時価 評価差額 時価 評価差額

（単位：百万円、％）

自己資本比率(2)／(3) 9.73% 10.07% 9.97% 10.28%

自 己 資 本 の 額 97,496 101,727 99,446 103,455

リスク・アセットの額 1,001,271 1,009,432 996,822 1,005,710

所要自己資本額 (3)×4％ 40,050 40,377 39,872 40,228

(1)

(2)

(3)

(4)

平成27年12月末 (参考)平成27年3月末

単体 連結 単体 連結
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