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(百万円未満、小数点第１位未満は切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30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 ％

30年３月期第１四半期 36,153 37.3 2,665 △58.9 2,075 △63.6

29年３月期第１四半期 26,331 △9.1 6,491 7.2 5,711 12.0
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 8,944百万円(△15.8％) 29年３月期第１四半期 10,625百万円( 150.5％)
　

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

30年３月期第１四半期 7.50 6.37

29年３月期第１四半期 20.73 17.32
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 5,477,710 254,149 4.5

29年３月期 5,572,906 249,217 4.3
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 250,679百万円 29年３月期 244,351百万円
　

(注)「自己資本比率」は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末新株予約権－(四半期)期末非支配株主持分)を
(四半期)期末資産の部の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

29年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 7.50 － 7.50 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

(注) 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式
(非上場）の配当については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。
　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 58,000 11.7 7,500 △36.7 3,500 △60.3 10.34

通期 106,000 2.8 16,000 △22.5 11,000 △9.9 35.12
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 281,008,632株 29年３月期 281,008,632株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 4,058,476株 29年３月期 4,397,012株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 276,713,160株 29年３月期１Ｑ 275,502,569株
　

　

※ 四半期決算短信は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
・四半期決算補足説明資料は、四半期決算短信に添付しております。
・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、当社が現在入手している情報及び合理的であると
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。
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○種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。

（第三種優先株式）

１株当たり配当金

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

　29年３月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00

　30年３月期 ―

　30年３月期(予想) 35.00 ― 35.00 70.00

（第１回第七種優先株式）

１株当たり配当金

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

　29年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

　30年３月期 ―

　30年３月期(予想) 15.00 ― 15.00 30.00
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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

当社グループ連結業績につきましては、国債等債券売却益並びに金融派生商品収益の減少を主因として、その他

業務収益が前年同期比27億９百万円減少しましたが、株式等売却益の増加を主因として、その他経常収益が前年同

期比130億89百万円増加したことなどから、連結経常収益は前年同期比98億22百万円増加し、361億53百万円となり

ました。

また、国債等債券売却損の増加を主因として、その他業務費用が前年同期比138億34百万円増加したことなどか

ら、連結経常費用は前年同期比136億48百万円増加して、334億88百万円となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期比38億26百万円減少して、26億65百万円となり、特別損失並びに法人税等合計

などを計上後の親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比36億36百万円減少して、20億75百万円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

預金の当第１四半期連結会計期間末残高については、銀行業務において、個人預金・法人預金がともに増加した

ことから、前連結会計年度末比545億円増加して、４兆8,539億円となりました。

貸出金の当第１四半期連結会計期間末残高については、大・中堅企業向け貸出並びに地方公共団体向け貸出が減

少したことを主因として、前連結会計年度末比154億円減少して、３兆7,978億円となりました。

有価証券の当第１四半期連結会計期間末残高については、銀行業務において、株式、外国証券並びに投資信託の

売却により、前連結会計年度末比1,154億円減少して、8,140億円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月12日に公表いたしました業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに変更ありません。
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２．四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
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

現金預け金 675,966 688,540

コールローン及び買入手形 172 8,617

買入金銭債権 31 73

商品有価証券 317 219

金銭の信託 26,979 26,803

有価証券 929,505 814,014

貸出金 3,813,333 3,797,844

外国為替 6,340 5,561

その他資産 61,550 69,436

有形固定資産 38,508 42,011

無形固定資産 5,216 5,257

退職給付に係る資産 14,334 14,348

繰延税金資産 9,526 12,357

支払承諾見返 13,006 12,543

貸倒引当金 △21,883 △19,916

資産の部合計 5,572,906 5,477,710

負債の部

預金 4,799,493 4,853,997

コールマネー及び売渡手形 14,809 －

売現先勘定 9,907 －

債券貸借取引受入担保金 249,762 130,975

借用金 160,997 144,457

外国為替 583 469

社債 20,000 20,000

その他負債 51,996 59,092

賞与引当金 1,798 654

退職給付に係る負債 142 146

役員退職慰労引当金 33 33

睡眠預金払戻損失引当金 486 486

ポイント引当金 226 232

偶発損失引当金 350 366

特別法上の引当金 1 1

繰延税金負債 92 104

支払承諾 13,006 12,543

負債の部合計 5,323,688 5,223,561

純資産の部

資本金 102,999 102,999

資本剰余金 57,365 57,365

利益剰余金 75,244 74,576

自己株式 △2,097 △1,937

株主資本合計 233,512 233,004

その他有価証券評価差額金 7,793 14,713

繰延ヘッジ損益 △139 △196

退職給付に係る調整累計額 3,184 3,158

その他の包括利益累計額合計 10,838 17,675

新株予約権 105 117

非支配株主持分 4,760 3,352

純資産の部合計 249,217 254,149

負債及び純資産の部合計 5,572,906 5,477,710
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

経常収益 26,331 36,153

資金運用収益 12,850 12,427

（うち貸出金利息） 10,778 10,301

（うち有価証券利息配当金） 1,955 2,003

役務取引等収益 4,878 4,744

その他業務収益 3,832 1,123

その他経常収益 4,769 17,858

経常費用 19,840 33,488

資金調達費用 1,635 1,443

（うち預金利息） 888 683

役務取引等費用 1,468 1,699

その他業務費用 567 14,401

営業経費 12,999 13,004

その他経常費用 3,168 2,939

経常利益 6,491 2,665

特別損失 65 12

固定資産処分損 65 12

金融商品取引責任準備金繰入額 0 0

税金等調整前四半期純利益 6,425 2,653

法人税、住民税及び事業税 615 151

法人税等調整額 85 394

法人税等合計 700 545

四半期純利益 5,724 2,107

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 32

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,711 2,075

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 5,724 2,107

その他の包括利益 4,900 6,836

その他有価証券評価差額金 4,924 6,919

繰延ヘッジ損益 20 △56

退職給付に係る調整額 △44 △26

四半期包括利益 10,625 8,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,613 8,912

非支配株主に係る四半期包括利益 11 32

（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）

該当事項ありません。
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