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 （百万円未満切捨て） 
１．平成 26 年３月期第３四半期の連結業績（平成 25 年４月１日 ～ 平成 25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 ％ 

26 年３月期第３四半期 11,434,062 ― 835,841 ― 394,256 ― 

25 年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― 

（注）包括利益 26 年３月期第３四半期 561,883 百万円（―％） 25 年３月期第３四半期 ―百万円（―％） 
 

 
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３四半期 2,628  38 ―  ― 

25 年３月期第３四半期 ―  ― ―  ― 

（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) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

  百万円  百万円 ％ 

26 年３月期第３四半期 294,363,057 12,971,530 4.4 

25 年３月期 292,892,975 12,448,197 4.2 

（参考）自己資本  26 年３月期第３四半期 12,969,931 百万円    25 年３月期 12,446,776 百万円 
 
 
２．平成 26 年３月期の連結業績予想（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 990,000 △19.2 420,000 △25.4 2,800 00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 



※ 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、当社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。 

※ 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    ：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 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 

期末発行済株式数 26 年３月期３Ｑ 150,000,000 株 25 年３月期 150,000,000 株
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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３四半期連結累計期間における主要４社（日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ

銀行及び株式会社かんぽ生命保険）の四半期純利益は次のとおりとなります。 

 

会 社 四半期純利益 

日 本 郵 政 株 式 会 社 1,509 億円

日 本 郵 便 株 式 会 社 656 億円

株式会社ゆうちょ銀行 2,646 億円

株式会社かんぽ生命保険 413 億円

このほかの子会社及び関連会社を連結した結果、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益（連結）は、

3,942 億円となりました。 

(2) 財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１兆 4,700 億円増加し、294 兆

3,630 億円となりました。このうち、有価証券が 241 兆 8,011 億円、貸出金は 14 兆 7,841 億円となりまし

た。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 9,467 億円増加し、281 兆

3,915 億円となりました。このうち、貯金は 176 兆 4,934 億円、保険契約準備金は 81 兆 8,940 億円となり

ました。 

純資産は、前連結会計年度末 12 兆 4,481 億円から剰余金の配当 385 億円を除き、その他有価証券評価差

額金の増加額 4,417 億円及び四半期純利益（連結）3,942 億円等を加えた結果、12 兆 9,715 億円となりまし

た。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は２兆 7,343 億円となりました。 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26年３月期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績等を踏まえ、平成 25

年５月 15日公表の予想数値を次のとおり修正しております。 

経常利益  9,900 億円（前回公表比 900 億円増益） 

当期純利益 4,200 億円（前回公表比 700 億円増益） 
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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25年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間

（平成25年12月31日） 

資産の部 

現金預け金 10,862,494 16,895,354 

コールローン 2,041,185 2,062,409 

債券貸借取引支払保証金 10,472,820 10,169,435 

買入金銭債権 486,253 253,935 

商品有価証券 247 193 

金銭の信託 3,295,696 3,515,578 

有価証券 244,330,341 241,801,133 

貸出金 16,659,553 14,784,117 

外国為替 3,051 25,033 

その他資産 1,175,289 1,247,117 

有形固定資産 2,712,047 2,668,789 

無形固定資産 253,244 255,724 

繰延税金資産 462,515 561,311 

支払承諾見返 145,000 130,000 

貸倒引当金 △ 6,765 △ 7,078 

資産の部合計 292,892,975 294,363,057 
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（単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間

（平成25年12月31日） 

負債の部 

貯金 174,857,218 176,493,401 

保険契約準備金 84,746,052 81,894,060 

支払備金 947,123 738,575 

責任準備金 81,401,981 78,887,647 

契約者配当準備金 2,396,947 2,267,838 

債券貸借取引受入担保金 12,557,798 14,375,070 

外国為替 272 275 

その他負債 3,384,192 3,703,667 

賞与引当金 96,017 24,800 

退職給付引当金 3,259,201 3,218,742 

特別法上の準備金 522,872 581,923 

価格変動準備金 522,872 581,923 

繰延税金負債 876,152 969,583 

支払承諾 145,000 130,000 

負債の部合計 280,444,778 281,391,526 

純資産の部   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 4,503,856 4,503,856 

利益剰余金 2,527,181 2,882,888 

株主資本合計 10,531,037 10,886,744 

その他有価証券評価差額金 2,292,561 2,734,316 

繰延ヘッジ損益 △ 376,823 △ 651,126 

為替換算調整勘定 － △ 2 

その他の包括利益累計額合計 1,915,738 2,083,187 

少数株主持分 1,421 1,599 

純資産の部合計 12,448,197 12,971,530 

負債及び純資産の部合計 292,892,975 294,363,057 
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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） 

 
当第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） 

経常収益 11,434,062 

郵便事業収益 1,321,660 

銀行事業収益 1,575,030 

生命保険事業収益 8,401,535 

その他経常収益 135,836 

経常費用 10,598,221 

業務費 8,750,861 

人件費 1,703,797 

減価償却費 130,884 

その他経常費用 12,677 

経常利益 835,841 

特別利益 1,405 

固定資産処分益 258 

移転補償料 385 

受取補償金 761 

特別損失 75,810 

固定資産処分損 10,866 

減損損失 4,294 

特別法上の準備金繰入額 59,050 

価格変動準備金繰入額 59,050 

その他の特別損失 1,599 

契約者配当準備金繰入額 186,585 

税金等調整前四半期純利益 574,850 

法人税、住民税及び事業税 276,271 

法人税等調整額 △ 95,855 

法人税等合計 180,416 

少数株主損益調整前四半期純利益 394,434 

少数株主利益 177 

四半期純利益 394,256 
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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） 

 
当第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） 

少数株主損益調整前四半期純利益 394,434 

その他の包括利益 167,449 

その他有価証券評価差額金 441,754 

繰延ヘッジ損益 △ 274,303 

為替換算調整勘定 △ 2 

四半期包括利益 561,883 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 561,705 

少数株主に係る四半期包括利益 177 

 



 

7 

(3) 四半期連結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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３．その他 

（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３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

資産の部 

流動資産   

現金及び預金 179,049 197,568 

未収入金 164,507 100,426 

その他 6,318 26,472 

貸倒引当金 △ 9 △ 6 

流動資産合計 349,865 324,460 

固定資産   

有形固定資産 149,441 145,160 

無形固定資産 5,980 2,790 

投資その他の資産   

関係会社株式 9,195,299 9,195,299 

その他 10,700 11,553 

貸倒引当金 △ 116 △ 118 

投資その他の資産合計 9,205,883 9,206,734 

固定資産合計 9,361,305 9,354,685 

資産合計 9,711,170 9,679,146 
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（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

負債の部 

流動負債   

未払法人税等 159,151 73,984 

その他 25,703 17,842 

流動負債合計 184,854 91,827 

固定負債   

退職給付引当金 897,775 847,250 

その他 25,696 24,796 

固定負債合計 923,471 872,046 

負債合計 1,108,326 963,873 

純資産の部 

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000 

資本剰余金 4,503,856 4,503,856 

利益剰余金 598,987 711,416 

株主資本合計 8,602,843 8,715,272 

純資産合計 8,602,843 8,715,272 

負債純資産合計 9,711,170 9,679,146 
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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） 

 
当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

営業収益 241,605 

営業費用 102,670 

営業利益 138,934 

営業外収益  

受取賃貸料 1,942 

その他 396 

営業外収益合計 2,339 

営業外費用  

賃貸費用 853 

その他 188 

営業外費用合計 1,042 

経常利益 140,231 

特別利益  

受取補償金 443 

その他 2 

特別利益合計 446 

特別損失  

固定資産除却損 39 

減損損失 1,683 

特別損失合計 1,723 

税引前四半期純利益 138,954 

法人税、住民税及び事業税 △ 12,023 

法人税等合計 △ 12,023 

四半期純利益 150,978 

 


