
  平成16 年 4月 30 日 

各  位 

株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 

               （コード番号 ８３１６） 

  

当社連結子会社（株式会社関西アーバン銀行）の 

平成 16 年３月期業績予想の修正について 

 

当社の連結子会社である株式会社関西アーバン銀行が、平成15年 11月 25 日の中間決算発

表時に公表した平成16 年３月期（平成 15年 4 月１日～平成 16 年 3月 31 日）の業績予想を

別添資料のとおり修正しましたのでお知らせ致します。 

 

 

以  上  

 

 

                 【本件に関するお問合せ先】 

                  広報部 古舘  ＴＥＬ：03－5512－2678 

 



平成16年 4月 30日 

 

    各     位 

会 社 名     株 式 会 社      関西アーバン銀行 

代表者名 頭   取 伊藤  忠彦       

（コード番号 8545 大証第一部） 

問合せ先 財務企画部長 正岡  重哉       

                                        電話番号 06-6281-7000（代表）  

 

        平成 16 年3 月期の業績予想の修正に関するお知らせ 

 

１．業績予想の修正（平成15 年4 月 1 日～平成16 年3 月 31日） 

   平成16 年 3月期業績予想について、平成15 年11 月 25 日中間決算発表時の業績予想を下記のとおり修正い

たします。 

 

（単位：百万円） 

 連結ベース 単体ベース 

 経常収益 経常利益 当期純利益 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 59,000  14,600  5,000  38,000  8,800  18,000  

今回修正予想（Ｂ） 71,200  10,300  5,700  40,600  6,800  19,300  

増 減 額 （ Ｂ － Ａ ） +12,200  △4,300  +700  +2,600  △2,000  +1,300  

増 減 率 +20.6％  △29.4％  +14.0％    +6.8％ △22.7％  +7.2％  

 

            

2．修正の理由 

        連結業績予想につきましては、今決算が平成16 年 2 月 1 日の合併後、関西アーバン銀行として初めての

決算となりますことから、連結決算特有の会計処理に伴う連結調整により、連結経常収益は前回予想比122

億円の上方修正に、連結経常利益は前回予想比43 億円の下方修正となります。 

      単体業績予想につきましては、住宅ローンをはじめとする貸出金が前期比 7.8%と順調に増加したこと等

に伴い、銀行の本業での収益力を示すコア業務純益が、中間決算発表時の118 億円を大きく上回る128 億円

を確保する見込みとなったこと等により、経常収益は前回予想比26億円の増加となります。一方、経常利

益につきましては、債権売却等、抜本的な不良債権処理を一層推し進めた結果、前回予想比20 億円の減少

となります。 

          不良債権比率につきましては、5.77%前後となる見込みであります。主要行に対しては金融再生プログラ

ムにて平成 14 年 3 月末の主要行平均 8.4%を平成 17 年 3 月末に半分程度に縮減することが謳われておりま

すが、地銀である当行としても平成14 年 3 月末12.48%を約 53%縮減したことになります。 

      さらに、単体自己資本比率につきましては、8.65%前後となる見込みであり、自己資本の基本的項目に占

める税効果依存度につきましても、平成 15 年3 月期の 51.3%から大幅に改善し27.2%となる見込みでありま

す。 

以 上 

 

 



 

    （ご参考） 

       

    （１）経営指標の推移（単体ベース） 

（単位：億円） 

 平成12年3月期 

実 績 

平成13年3月期 

実 績 

平成14年3月期 

実 績 

平成15年3月期 

実 績 

平成16年3月期 

見 込 

コア業務純益 87 100 103 110 128 

経常利益 21 59 33 47 68 

当期純利益 11 32 14 21 193 

自己資本比率 7.84% 8.20% 8.58% 8.49% 8.65% 

税効果依存度（対 Tier１比率） 73.2% 63.4% 65.1% 51.3% 27.2% 

コアＲＯＡ 0.75% 0.87% 0.86% 0.88% 0.75% 

コアＲＯＥ 23.1% 24.9% 24.9% 26.0% 23.6% 

コアＯＨＲ 65.8% 62.4% 61.5% 59.7% 60.1% 

不良債権比率 10.73% 13.57% 12.48% 10.39% 5.77% 

       ※平成 11年度～14 年度実績は、旧関西銀行単独の計数 

 

    （２）預貸金の推移（旧関西銀行・旧関西さわやか銀行の単純合算） 

（単位：億円） 

  
 

平成14年3月期 

実 績 

平成15年3月期 

実 績 前期比 

平成16年3月期 

見 込 前期比 

円・預金残高 18,084 18,241 +157 18,816 +575 

 うち 個人預金 12,967 13,447 +480 14,243 +796 

円・貸出金残高 14,389 15,484 +1,095 16,697 +1,213 

 うち 住宅ローン 4,711 5,257 +546 5,928 +671 
       

円・預金残高 2.0% 0.8% △1.2% 3.1% +2.3% 

 うち 個人預金 1.3% 3.7% +2.4% 5.9% +2.2% 

円・貸出金残高 2.9% 7.6% +4.7% 7.8% +0.2% 
年増率 

 うち 住宅ローン 7.6% 11.5% +3.9% 12.7% +1.2% 

 

 
 


