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決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(1) 連結経営成績 (％表示は、対前期増減率)

経常収益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 4,763,225 △3.8 1,344,176 △8.7 852,623 △13.1
24年3月期 4,951,095 9.3 1,471,991 127.7 981,331 68.3

(注) 包括利益 25年3月期 2,041,222百万円( 55.7％) 24年3月期 1,310,584百万円( ―％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

経常収益
経常利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 58.99 58.89 8.0 0.6 28.2
24年3月期 68.09 67.94 10.6 0.7 29.7

(参考) 持分法投資損益 25年3月期 52,004百万円 24年3月期 377,515百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 234,498,701 13,519,655 5.0 800.95
24年3月期 218,861,616 11,675,784 4.6 678.25

(参考) 自己資本 25年3月期 11,736,617百万円 24年3月期 9,993,029百万円

(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。 
      なお、本比率は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれ 
      らの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）に定める自己資本比率では 
      ありません。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 △248,680 1,885,486 △1,030,295 5,281,038
24年3月期 7,585,524 △7,514,157 △468,710 4,486,753

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 6.0 ― 6.0 12.0 169,853 17.6 1.9
25年3月期 ― 6.0 ― 7.0 13.0 184,059 22.0 1.8
26年3月期(予想) ― 7.0 ― 7.0 14.0 26.7

(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）の配当の状況に
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26年3月期の連結業績目標（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
平成26年3月期の連結当期純利益は7,600億円を目標としております。 
（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。当該目標
値については、「3.経営方針 （4）目標とする経営指標」をご参照ください。）



  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

(2) 個別財政状態 

 

     

   

 

 
  

  

 

 
  

※ 注記事項

(1) 期中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) 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 当期に減価償却方法の変更を行っており、当該変更は「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当
しております。

(3) 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) 25年3月期 14,158,585,720 株 24年3月期 14,154,534,220 株

② 期末自己株式数 25年3月期 3,411,544 株 24年3月期 9,553,750 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 14,148,999,889 株 24年3月期 14,144,183,615 株

(参考) 個別業績の概要
平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 221,664 △18.5 205,204 △20.2 190,353 △18.9 188,092 △21.1
24年3月期 272,114 △34.2 257,031 △35.5 234,840 △36.5 238,437 △30.9

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年3月期 12.02 12.00
24年3月期 15.58 15.56

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 10,886,168 8,614,853 79.1 579.65
24年3月期 10,918,957 8,667,823 79.3 583.63

(参考) 自己資本 25年3月期 8,605,969百万円 24年3月期 8,659,889百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務
諸表及び財務諸表の監査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。



(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1回第五種優先株式

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期

25年3月期

26年3月期（予想）

第十一種優先株式

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期

25年3月期

26年3月期（予想）

115.00 

期末 合計

57.50 115.00 

5.30 2.65 

─

── 2.65 

2.65 5.30 2.65 ─

5.30 

年間配当金

57.50 

第3四半期末第1四半期末 第2四半期末

─ 57.50 ─

115.00 

─

─

年間配当金

期末 合計第1四半期末 第3四半期末第2四半期末

57.50 ─

2.65 2.65 ─

─ 57.50 

─

57.50 
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