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(表示単位未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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 ％

28年３月期第３四半期 1,506,157 △3.9 389,015 △7.3 266,050 △4.9

27年３月期第３四半期 1,568,478 △0.4 419,915 0.7 280,036 5.8
　

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 70.95 －

27年３月期第３四半期 65.95 －
　

(注１) 当行は、平成27年８月１日に普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

(注２) 「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 ％

28年３月期第３四半期 208,149,011 11,256,060 5.4

27年３月期 208,179,309 11,630,212 5.5
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 11,256,060百万円 27年３月期 11,630,212百万円
(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。
　 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

27年３月期 － 0.00 － 1,477.95 1,477.95

28年３月期 － 0.00 －

28年３月期(予想) 25.00 25.00
(注１) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
(注２) 当行は、平成27年８月１日に普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。平成28年３月期

（予想）の期末配当金については、当該株式分割を考慮した金額を記載しております。
　

３．平成28年３月期の業績予想（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)

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 460,000 △19.2 320,000 △13.3 85.34
(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
(注２) 当行は、平成27年８月１日に普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり当期純利益」を算定しております。
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※ 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期３Ｑ 4,500,000,000株 27年３月期 4,500,000,000株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 750,525,000株 27年３月期 750,525,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 3,749,475,000株 27年３月期３Ｑ 4,246,186,090株
　

(注) 当行は、平成27年８月１日に普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

　

※ 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ますが、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おります。

※ 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将来に関する記述は、当行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、市場金利や外国為替相場の変動等、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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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３四半期累計期間の経常収益は１兆5,061億円となりました。このうち、資金運用収益は有価証券利息配

当金を中心に１兆3,385億円となりました。また、役務取引等収益は949億円となりました。

一方、経常費用は１兆1,171億円となりました。このうち、資金調達費用は2,825億円、営業経費は7,994億円

となりました。

　以上により、経常利益は3,890億円となり、四半期純利益は2,660億円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末における総資産は208兆1,490億円となりました。主要勘定につきましては、有価証

券は144兆2,370億円、貸出金は２兆6,270億円となりました。貯金残高は178兆4,062億円（未払利子を含む貯金

残高は179兆8,063億円）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19兆6,118億円です。

　株主資本が前事業年度末に比べ813億円増加、評価・換算差額等が前事業年度末に比べ4,554億円減少し、純

資産は11兆2,560億円となりました。株主資本のうち、利益剰余金は２兆499億円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成28年３月期の業績予想は、平成27年11月４日公表の予想数値から修正しておりません。
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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27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

現金預け金 33,301,050 45,655,404

コールローン 1,961,526 1,260,562

債券貸借取引支払保証金 8,374,084 8,288,573

買入金銭債権 122,032 138,816

商品有価証券 104 122

金銭の信託 3,491,637 3,479,283

有価証券 156,169,792 144,237,011

貸出金 2,783,985 2,627,040

外国為替 49,332 35,316

その他資産 1,603,912 2,126,882

有形固定資産 179,933 182,084

無形固定資産 47,971 43,973

支払承諾見返 95,000 75,000

貸倒引当金 △1,055 △1,062

資産の部合計 208,179,309 208,149,011

負債の部

貯金 177,710,776 178,406,273

コールマネー － 58,850

売現先勘定 － 512,476

債券貸借取引受入担保金 13,570,198 13,883,369

外国為替 266 299

その他負債 3,576,119 2,599,914

賞与引当金 5,581 1,436

退職給付引当金 150,466 152,745

繰延税金負債 1,440,688 1,202,584

支払承諾 95,000 75,000

負債の部合計 196,549,097 196,892,951

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 1,968,617 2,049,950

自己株式 △1,299,999 △1,299,999

株主資本合計 8,464,904 8,546,237

その他有価証券評価差額金 3,824,643 3,249,149

繰延ヘッジ損益 △659,335 △539,326

評価・換算差額等合計 3,165,307 2,709,823

純資産の部合計 11,630,212 11,256,060

負債及び純資産の部合計 208,179,309 208,149,011
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(2) 四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(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 1,568,478 1,506,157

資金運用収益 1,442,933 1,338,597

（うち貸出金利息） 23,704 19,206

（うち有価証券利息配当金） 1,393,964 1,282,062

役務取引等収益 90,647 94,976

その他業務収益 7,901 16,303

その他経常収益 26,995 56,281

経常費用 1,148,562 1,117,141

資金調達費用 270,116 282,546

（うち貯金利息） 181,912 176,624

役務取引等費用 22,920 24,269

その他業務費用 376 9,757

営業経費 853,466 799,465

その他経常費用 1,682 1,102

経常利益 419,915 389,015

特別利益 3,008 －

固定資産処分益 3,008 －

特別損失 899 868

固定資産処分損 882 867

減損損失 16 0

税引前四半期純利益 422,024 388,147

法人税、住民税及び事業税 131,184 135,781

法人税等調整額 10,803 △13,684

法人税等合計 141,988 122,096

四半期純利益 280,036 266,050

決算短信 （宝印刷）  2016年01月27日 09時23分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社ゆうちょ銀行(7182) 平成28年３月期 第３四半期決算短信

― 5 ―

(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。
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