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（百万円未満切捨て） 

 
１．平成 26 年３月期第１四半期の業績（平成 25 年４月１日 ～ 平成 25 年６月 30 日） 
(1) 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 四 半 期 純 利 益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

 

％ 

26 年３月期第１四半期 564,058 4.4 180,612 31.4 115,246 29.1
25 年３月期第１四半期 540,070 △9.9 137,404 △30.3 89,207 △24.9

   
 

 

（注）「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。 
 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

  百万円  百万円 ％ 

26 年３月期第１四半期 203,128,987 10,663,574 5.2 
25 年３月期 199,840,681 10,997,558 5.5 
  
（参考）自己資本  26 年３月期第１四半期 10,663,574 百万円 25 年３月期 10,997,558 百万円 
（注）「自己資本比率」は、「期末純資産の部合計」を「期末資産の部合計」で除して算出しております。 
 
 
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

25 年３月期 － － － 623 25 623 25

26 年３月期 －     
 
 
３．平成 26 年３月期の業績予想(平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日) 

（％表示は対前期増減率） 
 

経 常 利 益 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 410,000 △30.9 260,000 △30.4 1,733 33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 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（注） 
 円   銭 円   銭 

 
26 年３月期第１四半期 
25 年３月期第１四半期 

 
768  31
594  71

                 
－  － 
－  － 

      



 

※ 注記事項 
 (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
 
(2) 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 
 
 (3) 発行済株式数（普通株式） 
 

期末発行済株式数 26 年３月期第１Ｑ 150,000,000 株 25 年３月期 150,000,000 株

 
  (4) 特記事項 
   当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成 19 年内閣府 
  令第 63 号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収益及び費用の分類は、｢銀行法施行規則｣ 
  （昭和 57 年大蔵省令第 10 号）に準拠しております。 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期財務諸表の概要は、金融商品取引法に準じた四半期レビュー手続の対象外であり、この四半
期財務諸表の概要の開示時点において、金融商品取引法に準じた財務計算に関する書類の四半期レビュー
手続は終了しておりません。 

 
（※ 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予想等の将来に関する記述は、当行が現時点で合理的であると判断する一定

の前提に基づいており、将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想と異なる可能性が
あることにご留意ください。 

 



1 

【添付資料】 

 

○添付資料の目次 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２  

(2) 財政状態に関する説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２   

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

   

２．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(2) 四半期損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（継続企業の前提に関する注記）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 



2 

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１四半期累計期間の経常収益は 5,640 億円となりました。このうち、資金運用収益は有価証券利息

配当金を中心に 4,598 億円となりました。また、役務取引等収益は 309 億円となりました。 

一方、経常費用は 3,834 億円となりました。このうち、資金調達費用は 920 億円、営業経費は 2,830 億

円となりました。 

以上により、経常利益は 1,806 億円となり、四半期純利益は 1,152 億円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四半期会計期間末における総資産は 203 兆 1,289 億円となりました。 

主要勘定につきましては、有価証券は 173 兆 5,642 億円、貸出金は 3兆 4,891 億円となりました。 

貯金残高は 177 兆 3,057 億円（未払利子を含む貯金残高は 178 兆 2,878 億円）となりました。このうち、

特別貯金に計上している独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構からの預り金（旧日本郵政公社に

おいて平成 19 年９月末までに預入された定額貯金等の郵便貯金）は 28 兆 8,602 億円です。 

四半期純利益の計上等により株主資本が前事業年度末に比べ 217 億円増加、評価・換算差額等が前事業

年度末に比べ 3,557 億円減少し、純資産は 10 兆 6,635 億円となりました。株主資本のうち、利益剰余金は

1兆 4,625 億円となりました。 

 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の業績予想は、平成 25 年５月 15 日公表の予想数値から変更はありません。 
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２．四半期財務諸表 

 (1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 25 年６月 30 日） 

資産の部  

現金預け金  9,195,940 11,766,787

コールローン  1,837,733 1,653,314

債券貸借取引支払保証金  8,141,533 7,696,672

買入金銭債権  58,835 54,138

商品有価証券  247 380

金銭の信託  3,038,863 2,810,801

有価証券  171,596,578 173,564,277

貸出金  3,967,999 3,489,159

外国為替  3,051 2,126

その他資産  1,636,605 1,733,991

有形固定資産  154,882 151,491

無形固定資産  64,592 62,040

支払承諾見返  145,000 145,000

貸倒引当金  △ 1,182 △ 1,194

資産の部合計  199,840,681 203,128,987

負債の部    

貯金  176,096,136 177,305,720

債券貸借取引受入担保金  9,443,239 11,658,579

外国為替  272 201

その他負債  2,145,910 2,536,048

賞与引当金  5,609 1,400

退職給付引当金  136,247 136,471

役員退職慰労引当金  198 －

繰延税金負債  870,509 681,991

支払承諾  145,000 145,000

負債の部合計  188,843,123 192,465,413

純資産の部    

資本金  3,500,000 3,500,000

資本剰余金  4,296,285 4,296,285

利益剰余金  1,440,830 1,462,589

株主資本合計  9,237,115 9,258,875

その他有価証券評価差額金  2,137,265 1,815,141

繰延ヘッジ損益  △ 376,823 △ 410,442

評価・換算差額等合計  1,760,442 1,404,698

純資産の部合計  10,997,558 10,663,574

負債及び純資産の部合計  199,840,681 203,128,987
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 (2) 四半期損益計算書 

第１四半期累計期間 

         （単位：百万円） 

 
前第１四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

経常収益 540,070 564,058

資金運用収益 480,963 459,823

(うち貸出金利息) 11,120 9,941

(うち有価証券利息配当金) 467,384 445,590

役務取引等収益 28,461 30,962

その他業務収益 7,075 2,085

その他経常収益 23,570 71,186

経常費用 402,665 383,445

資金調達費用 84,618 92,031

(うち貯金利息) 69,376 66,228

役務取引等費用 6,525 7,062

その他業務費用 13,704 821

営業経費 282,157 283,082

その他経常費用 15,659 447

経常利益 137,404 180,612

特別損失 119 111

固定資産処分損 118 98

減損損失 1 13

税引前四半期純利益 137,285 180,501

法人税、住民税及び事業税 55,416 57,838

法人税等調整額 △ 7,338  7,416

法人税等合計 48,078 65,254

四半期純利益 89,207 115,246

 

 (3) 四半期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。 


