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  (百万円未満切捨て)
 

１．平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27年3月期第3四半期 4,260,328 11.7 1,484,363 17.8 926,971 18.0
26年3月期第3四半期 3,812,880 10.9 1,259,669 34.5 785,422 47.5

 

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 2,365,619百万円( 93.4％) 26年3月期第3四半期 1,223,293百万円( 46.6％)
 

  
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 

27年3月期第3四半期 65.50 65.20
26年3月期第3四半期 54.84 54.66

 

  
 

（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 ％ 

27年3月期第3四半期 279,178,212 16,317,295 5.1
26年3月期 258,131,946 15,112,895 5.1

 

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 14,271,345百万円 26年3月期 13,056,060百万円 
 

(注) 「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。 
 

  
 

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 

26年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
27年3月期 ― 9.00 ―   
27年3月期(予想)   9.00 18.00

 

(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．平成27年3月期の連結業績目標（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 
 

平成27年3月期の連結当期純利益は9,500億円を目標としております（平成26年5月14日公表の目標値から変更ありません）。 

（当社グループは、銀行業、信託銀行業、証券業、クレジットカード・貸金業等の金融サービス業を展開しておりますが、これらの業務には、経済情勢、 

相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在するため、業績予想に代えて、連結当期純利益の目標値を記載しております。） 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

※ 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 ： 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 
 

(注) 詳細は、【添付資料】2ページ「１.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧 

      ください。 
 

（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) 27年3月期3Ｑ 14,168,733,820株 26年3月期 14,164,026,420株 

② 期末自己株式数 27年3月期3Ｑ 151,195,030株 26年3月期 2,554,673株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Ｑ 14,152,425,073株 26年3月期3Ｑ 14,159,051,590株 
 

  
 

※ 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 

法に基づく四半期連結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 
 

本資料には、当社又は当社グループの業績、財政状態その他経営全般に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれていま 

す。かかる記述は、現時点における予測、認識、評価等を基礎として記載されています。また、将来の予想、見通し、目標、計画等を策定するために

は、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述ないし前提（仮定）は、その性質上、将来その通りに実現するという保証はなく、客観的には

不正確であったり、実際の結果と大きく乖離する可能性があります。そのような事態の原因となりうる不確実性やリスクの要因は多数あります。その

内、現時点において想定しうる主な事項については、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、Annual Reportをはじめとした当社の公表済

みの各種資料の最新のものをご参照ください。 
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１． サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更） 

（退職給付に関する会計基準） 

企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」（平成 24 年５月 17 日 企業会計基準委

員会。以下、「退職給付会計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第 25 号「退職給付に

関する会計基準の適用指針」（平成 24 年５月 17 日 企業会計基準委員会。以下、「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲

げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計

算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更

するとともに、割引率の決定方法を、退職給付の見込支払日までの平均期間に応じた割引率

から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引

率を使用する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱い

に従っており、当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計

算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が 58,569 百万円減少、

退職給付に係る負債が 1,594 百万円減少し、利益剰余金が 37,224 百万円減少しております。

また、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 1,232

百万円増加しております。 

 

（企業結合に関する会計基準) 

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

員会。以下、「企業結合会計基準」という。）、企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する

会計基準」（平成 25 年９月 13 日 企業会計基準委員会。以下、「連結会計基準」という。）、及

び企業会計基準第７号「事業分離等に関する会計基準」（平成 25 年９月 13 日 企業会計基準

委員会。以下、「事業分離等会計基準」という。）等が平成 26 年４月１日以後開始する連結会

計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等（ただし、連結会計基準第 39 項に掲げられた定めを除く。）を適用し、支配が

継続している場合の子会社に対する当社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。 

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（３）、連結会計基準

第 44-５項（３）及び事業分離等会計基準第 57-４項（３）に定める経過的な取扱いに従って

おり、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の当第３四半期連結累計期

間の期首時点の累積的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。 
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この結果、当第３四半期連結累計期間の期首において、のれん（無形固定資産）266,925 百

万円及び資本剰余金 346,454 百万円が減少するとともに、利益剰余金が 95,134 百万円増加し

ております。また、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ 13,099 百万円増加しております。 
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２．四半期連結財務諸表

（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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

現金預け金 23,969,883 33,535,999

コールローン及び買入手形 826,851 644,792

買現先勘定 7,237,125 6,766,288

債券貸借取引支払保証金 4,181,660 4,439,634

買入金銭債権 3,972,145 4,681,560

特定取引資産 19,055,354 21,076,374

金銭の信託 583,692 724,285

有価証券 74,515,573 73,638,301

貸出金 101,938,907 107,848,676

外国為替 2,040,406 2,296,527

その他資産 8,809,286 11,557,401

有形固定資産 1,540,031 1,593,456

無形固定資産 1,483,352 1,247,537

退職給付に係る資産 460,836 450,607

繰延税金資産 130,654 86,188

支払承諾見返 8,324,668 9,445,303

貸倒引当金 △938,483 △854,723

資産の部合計 258,131,946 279,178,212

負債の部

預金 144,760,294 148,616,087

譲渡性預金 15,548,170 16,951,752

コールマネー及び売渡手形 3,465,414 4,745,448

売現先勘定 21,626,590 21,244,521

債券貸借取引受入担保金 5,534,643 8,559,930

コマーシャル・ペーパー 1,473,631 2,047,779

特定取引負債 13,964,961 14,350,755

借用金 10,828,601 13,164,312

外国為替 1,109,198 1,913,502

短期社債 435,808 807,311

社債 7,165,577 7,833,208

信託勘定借 1,945,151 2,078,348

その他負債 5,965,086 9,712,352

賞与引当金 78,987 41,934

役員賞与引当金 627 310

退職給付に係る負債 51,651 52,056

役員退職慰労引当金 1,201 1,011

ポイント引当金 13,541 15,905

偶発損失引当金 247,351 179,381

特別法上の引当金 2,853 3,523

繰延税金負債 320,014 942,325

再評価に係る繰延税金負債 155,026 153,852

支払承諾 8,324,668 9,445,303

負債の部合計 243,019,051 262,860,916
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

資本金 2,140,488 2,141,485

資本剰余金 2,174,384 1,439,513

利益剰余金 7,033,125 7,752,490

自己株式 △1,699 △101,727

株主資本合計 11,346,299 11,231,761

その他有価証券評価差額金 1,218,397 2,298,281

繰延ヘッジ損益 8,295 118,764

土地再評価差額金 157,776 159,333

為替換算調整勘定 407,229 537,178

退職給付に係る調整累計額 △81,937 △73,974

その他の包括利益累計額合計 1,709,760 3,039,583

新株予約権 8,732 8,082

少数株主持分 2,048,101 2,037,868

純資産の部合計 15,112,895 16,317,295

負債及び純資産の部合計 258,131,946 279,178,212
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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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第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)

経常収益 3,812,880 4,260,328

資金運用収益 1,748,169 2,047,164

（うち貸出金利息） 1,180,721 1,342,778

（うち有価証券利息配当金） 425,687 458,696

信託報酬 78,464 80,331

役務取引等収益 981,726 1,080,952

特定取引収益 252,236 252,093

その他業務収益 385,244 354,015

その他経常収益 367,038 445,770

経常費用 2,553,211 2,775,965

資金調達費用 354,323 458,565

（うち預金利息） 143,779 214,760

役務取引等費用 138,772 146,756

特定取引費用 1,665 －

その他業務費用 176,951 96,253

営業経費 1,712,771 1,917,061

その他経常費用 168,726 157,329

経常利益 1,259,669 1,484,363

特別利益 8,464 12,514

固定資産処分益 8,464 2,871

持分変動利益 － 9,643

特別損失 36,032 86,095

固定資産処分損 5,476 5,496

減損損失 3,173 5,997

金融商品取引責任準備金繰入額 673 669

和解金 24,537 37,097

持分変動損失 － 33,291

子会社株式売却損 2,170 3,542

税金等調整前四半期純利益 1,232,100 1,410,782

法人税、住民税及び事業税 275,476 306,759

法人税等調整額 52,224 76,465

法人税等合計 327,700 383,225

少数株主損益調整前四半期純利益 904,400 1,027,556

少数株主利益 118,977 100,585

四半期純利益 785,422 926,971
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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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 904,400 1,027,556

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69,812 1,062,871

繰延ヘッジ損益 △74,548 112,099

土地再評価差額金 △141 －

為替換算調整勘定 234,210 163,705

米国会計基準適用子会社における年金債務調整額 △3,031 －

退職給付に係る調整額 － 7,480

持分法適用会社に対する持分相当額 92,590 △8,093

その他の包括利益合計 318,892 1,338,062

四半期包括利益 1,223,293 2,365,619

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,102,669 2,255,609

少数株主に係る四半期包括利益 120,623 110,010
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

第 1 四半期連結会計期間より、退職給付会計基準等及び企業結合会計基準等を適用しておりま

す。これに伴う影響については、２ページ「1．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）会計方針

の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

また、平成 26 年４月１日付けで第１回第五種優先株式の全部を取得し、これを全て消却したことに

より、資本剰余金が 390,000 百万円減少しております。 

 

(5) 追加情報 

（連結納税制度の適用） 

当社及び一部の国内連結子会社は、第 1 四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しており

ます。 
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