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着実着実着実着実にににに高高高高まるまるまるまる収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

「「「「飛躍飛躍飛躍飛躍」」」」にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの進捗進捗進捗進捗

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの早期返済早期返済早期返済早期返済をををを展望展望展望展望したしたしたした資本政策資本政策資本政策資本政策のののの展開展開展開展開

【【【【ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】



着実着実着実着実にににに高高高高まるまるまるまる収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

「「「「飛躍飛躍飛躍飛躍」」」」にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの進捗進捗進捗進捗

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの早期返済早期返済早期返済早期返済をををを展望展望展望展望したしたしたした資本政策資本政策資本政策資本政策のののの展開展開展開展開

【【【【ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】



05年度上期年度上期年度上期年度上期のののの財務財務財務財務ハイライトハイライトハイライトハイライト

財務健全化財務健全化財務健全化財務健全化にににに
財務健全化財務健全化財務健全化財務健全化によるによるによるによる安定的安定的安定的安定的なななな黒字黒字黒字黒字トレンドトレンドトレンドトレンドがががが継続継続継続継続

� HDHDHDHD連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益はははは1,7431,7431,7431,743億円億円億円億円をををを計上計上計上計上
� 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比ではではではでは減益減益減益減益となったがとなったがとなったがとなったが、、、、期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比ではではではでは＋＋＋＋643643643643億円億円億円億円のののの増益増益増益増益
� 非金利収益非金利収益非金利収益非金利収益（（（（信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬＋＋＋＋役務取引等利益役務取引等利益役務取引等利益役務取引等利益））））はははは着実着実着実着実にににに伸長伸長伸長伸長

05050505年年年年9999月期月期月期月期 849849849849億円億円億円億円 （（（（前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 ＋＋＋＋103103103103億円億円億円億円、＋、＋、＋、＋14141414％％％％のののの伸伸伸伸びびびび））））

公的資金返済公的資金返済公的資金返済公的資金返済にににに向向向向けたけたけたけたアクションアクションアクションアクション

� 市場調達市場調達市場調達市場調達のののの本格化本格化本格化本格化、、、、公的資金公的資金公的資金公的資金のののの返済返済返済返済をををを開始開始開始開始
� 05050505年年年年9999月月月月 永久劣後債永久劣後債永久劣後債永久劣後債 8888億億億億ユーロユーロユーロユーロ、、、、13131313億億億億ドルドルドルドル調達調達調達調達
→ 10月3日までに公的資金の劣後ローンを2,000億円返済

� 05050505年年年年7777月月月月 優先出資証券優先出資証券優先出資証券優先出資証券 11.511.511.511.5億億億億ドルドルドルドル調達調達調達調達
→ 11月18日に優先出資証券2,642億円を期限前償還

� 06060606年年年年3333月末月末月末月末のののの合算剰余金合算剰余金合算剰余金合算剰余金はははは健全化計画比健全化計画比健全化計画比健全化計画比＋＋＋＋1,8001,8001,8001,800億円程度億円程度億円程度億円程度のののの上振上振上振上振れれれれ見込見込見込見込むむむむ

貸出金貸出金貸出金貸出金のののの反転反転反転反転

� HDHDHDHD連結貸出金連結貸出金連結貸出金連結貸出金はははは3333月末比月末比月末比月末比＋＋＋＋236236236236億円億円億円億円のののの増加増加増加増加へへへへ反転反転反転反転
� 埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな（＋（＋（＋（＋1,4321,4321,4321,432億円億円億円億円）、）、）、）、近畿大阪近畿大阪近畿大阪近畿大阪（（（（【【【【単体単体単体単体】】】】＋＋＋＋92929292億円億円億円億円））））はははは増加増加増加増加トレンドトレンドトレンドトレンドがががが定着定着定着定着
� りそなりそなりそなりそな（（（（【【【【単体単体単体単体】】】】△△△△2,0502,0502,0502,050億円億円億円億円））））はははは減少減少減少減少となったがとなったがとなったがとなったが、、、、旧再生勘定等旧再生勘定等旧再生勘定等旧再生勘定等のののの影響補正影響補正影響補正影響補正すればすればすればすれば実質底打実質底打実質底打実質底打ちちちち
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1 ,1001 ,1001 ,1001 ,100

+68+68+68+68

+252+252+252+252

+158+158+158+158

+163+163+163+163

+ 641+ 641+ 641+ 641

459 1,100 1,741

その他損益

与信費用総額

経費

業務粗利益

税引後利益

05050505年度上期損益年度上期損益年度上期損益年度上期損益のののの状況状況状況状況（（（（傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算ベースベースベースベース））））

GRGRGRGR合算合算合算合算ベースベースベースベースのののの中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益はははは期初予想期初予想期初予想期初予想からからからから＋＋＋＋641641641641億円億円億円億円（（（（58%58%58%58%））））のののの増益増益増益増益GRGRGRGR合算合算合算合算ベースベースベースベースのののの中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益はははは期初予想期初予想期初予想期初予想からからからから＋＋＋＋641641641641億円億円億円億円（（（（58%58%58%58%））））のののの増益増益増益増益

中間期実績中間期実績中間期実績中間期実績＝＝＝＝1,7411,7411,7411,741億円億円億円億円

期初予想期初予想期初予想期初予想
1,1001,1001,1001,100億円億円億円億円

（億円）

� 傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算のののの中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益はははは期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比
＋＋＋＋641641641641億円億円億円億円（（（（58%58%58%58%））））のののの上振上振上振上振れれれれ

� トップライントップライントップライントップラインはははは、、、、役務取引等利益役務取引等利益役務取引等利益役務取引等利益がががが大大大大きくきくきくきく伸長伸長伸長伸長したほかしたほかしたほかしたほか、、、、
市場部門収益市場部門収益市場部門収益市場部門収益がががが好調好調好調好調であったことなどからであったことなどからであったことなどからであったことなどから、、、、期初計画比期初計画比期初計画比期初計画比
５５５５％％％％程度程度程度程度のののの上振上振上振上振れれれれ

� システムシステムシステムシステム統合統合統合統合プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの順調順調順調順調なななな進捗進捗進捗進捗によりによりによりにより、、、、期初計画期初計画期初計画期初計画
にににに織織織織りりりり込込込込んでいたんでいたんでいたんでいた統合関連費用統合関連費用統合関連費用統合関連費用のののの節減節減節減節減にににに努努努努めためためためたことことことこと、、、、
更更更更にそのにそのにそのにその他経費他経費他経費他経費のののの削減削減削減削減にもにもにもにも注力注力注力注力したことからしたことからしたことからしたことから期初計画期初計画期初計画期初計画をををを
158158158158億円下振億円下振億円下振億円下振れれれれ

� 資産資産資産資産のののの質質質質がががが引続引続引続引続きききき改善改善改善改善したことしたことしたことしたこと、、、、厳格厳格厳格厳格なななな引当等引当等引当等引当等にににに裏付裏付裏付裏付けけけけ
られたられたられたられた償却債権取立益償却債権取立益償却債権取立益償却債権取立益のののの計上等計上等計上等計上等によりによりによりにより、、、、上期上期上期上期のののの与信関連与信関連与信関連与信関連
費用費用費用費用はははは118118118118億円億円億円億円となりとなりとなりとなり、、、、期初計画期初計画期初計画期初計画370370370370億円億円億円億円からからからから252252252252億円億円億円億円のののの
下振下振下振下振れれれれ

� ＤＥＳＤＥＳＤＥＳＤＥＳ引受先引受先引受先引受先のののの業況改善業況改善業況改善業況改善にににに伴伴伴伴いいいい、、、、りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行でででで優先株式優先株式優先株式優先株式のののの
処分益処分益処分益処分益をををを計上計上計上計上したことしたことしたことしたこと、、、、そのそのそのその他他他他ネットネットネットネットでででで期初計画比期初計画比期初計画比期初計画比＋＋＋＋68686868億円億円億円億円
のののの上振上振上振上振れれれれ要因要因要因要因となったとなったとなったとなった
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24.16 24.1023.89 24.38 24.50

1.84 1.30
3.14

0.92 0.83

△7.3%△7.3%△7.3%△7.3%

△3.8%△3.8%△3.8%△3.8%

△2.3%△2.3%△2.3%△2.3%

△0.4%△0.4%△0.4%△0.4%
＋＋＋＋0000....1111%%%%

25.3325.3325.3325.3325.31

27.03

23兆円

24兆円

25兆円

26兆円

27兆円

28兆円

03/9末 04/3末 04/9末 05/3末 05/9末

△8%

△6%

△4%

△2%

＋0%

＋2%

26.00

半期毎の
貸出金増減率

25.40

リスク管理債権

リスク管理債権以外

貸出金貸出金貸出金貸出金のののの状況状況状況状況：：：： (1) (1) (1) (1) 全体全体全体全体トレンドトレンドトレンドトレンド

17.88

17.55

17.34

17.0兆円

17.2兆円

17.4兆円

17.6兆円

17.8兆円

04/9末 05/3末 05/9末

5.12

5.32

5.46

5.0兆円

5.2兆円

5.4兆円

04/9末 05/3末 05/9末

2.46 2.48 2.49

2.0兆円

2.2兆円

2.4兆円

04/9末 05/3末 05/9末

半期

△2,050億円

半期
＋1,432億円

半期
＋92億円平成17年度上期

△2,050億円減少の内訳

旧・再生勘定
約△1,300億円

りそなHD向け貸出金
約△700億円

その他
略±0億円

【参考】私募債残高
約＋500億円

GRGRGRGR連結貸出金連結貸出金連結貸出金連結貸出金はははは05050505年度上期年度上期年度上期年度上期にににに底打底打底打底打ちちちちGRGRGRGR連結貸出金連結貸出金連結貸出金連結貸出金はははは05050505年度上期年度上期年度上期年度上期にににに底打底打底打底打ちちちち

【【【【ＧＲＧＲＧＲＧＲ連結貸出金連結貸出金連結貸出金連結貸出金のののの状況状況状況状況】】】】

【【【【りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行 単体単体単体単体（（（（銀行勘定銀行勘定銀行勘定銀行勘定）））） 貸出金貸出金貸出金貸出金】】】】 【【【【埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行 単体単体単体単体】】】】 【【【【近畿大阪銀行近畿大阪銀行近畿大阪銀行近畿大阪銀行単体単体単体単体】】】】

� GRGRGRGR連結連結連結連結ベースベースベースベース貸出金貸出金貸出金貸出金はははは05050505年上期年上期年上期年上期ににににボトムアウトボトムアウトボトムアウトボトムアウト
（リスク管理債権以外部分は04/9末を底に反転）

� 埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな、、、、近畿大阪近畿大阪近畿大阪近畿大阪のののの貸出金貸出金貸出金貸出金はははは増加基調増加基調増加基調増加基調をををを継続継続継続継続

� りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行もももも、、、、旧再生勘定貸出金旧再生勘定貸出金旧再生勘定貸出金旧再生勘定貸出金のののの圧縮圧縮圧縮圧縮（（（（△△△△1,3001,3001,3001,300億円億円億円億円）、）、）、）、
およびりそなおよびりそなおよびりそなおよびりそなHDHDHDHD向向向向けのけのけのけの貸出金回収貸出金回収貸出金回収貸出金回収によるによるによるによる影響影響影響影響（（（（△△△△700700700700億円億円億円億円））））
をををを除除除除けばけばけばけば貸出金残高貸出金残高貸出金残高貸出金残高はははは前期末水準前期末水準前期末水準前期末水準をををを維持維持維持維持
→→→→ 私募債私募債私募債私募債をををを含含含含めればめればめればめれば実質増加実質増加実質増加実質増加
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円
�住宅供給住宅供給住宅供給住宅供給マーケットマーケットマーケットマーケットはははは堅調堅調堅調堅調
・ 2005～2010年に首都圏の世帯数は約30万世帯増加
（世帯規模縮小により、人口減少の影響は軽微）
・ 住宅着工戸数は110～120万戸で推移（全国）

・ 首都圏マンションは8万戸を超える供給が継続

� 民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅ローンマーケットローンマーケットローンマーケットローンマーケットのののの拡大拡大拡大拡大がががが持続持続持続持続
・ 住宅金融公庫の縮減
・ 「フラット35」の推進拡大（新たな収益機会）

住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン比率比率比率比率はははは40404040％％％％台台台台へへへへ住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン比率比率比率比率はははは40404040％％％％台台台台へへへへ

住宅住宅住宅住宅ローンマーケットローンマーケットローンマーケットローンマーケットのののの見通見通見通見通しししし住宅住宅住宅住宅ローンマーケットローンマーケットローンマーケットローンマーケットのののの見通見通見通見通しししし

収益極大化収益極大化収益極大化収益極大化にににに向向向向けたけたけたけたトータルアプローチトータルアプローチトータルアプローチトータルアプローチ収益極大化収益極大化収益極大化収益極大化にににに向向向向けたけたけたけたトータルアプローチトータルアプローチトータルアプローチトータルアプローチ

4

ＳＳＳＳ
� 住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン残高残高残高残高10.3510.3510.3510.35兆円兆円兆円兆円 （（（（05/305/305/305/3末比末比末比末比 ＋＋＋＋0.180.180.180.18兆円兆円兆円兆円））））
※システム統合影響補正後＋0.30兆円

貸出金貸出金貸出金貸出金のののの状況状況状況状況：：：： (2) (2) (2) (2) 住宅住宅住宅住宅ローンビジネスローンビジネスローンビジネスローンビジネス

8 .528 .528 .528 .52 8 .838 .838 .838 .83
9 .379 .379 .379 .37

9 .779 .779 .779 .77
10 .1710 .1710 .1710 .17 10 .3510 .3510 .3510 .35

28 .9%28 .9%28 .9%28 .9%
32.4%32.4%32.4%32.4%

35 .4%35 .4%35 .4%35 .4%
37 .9%37 .9%37 .9%37 .9%

40 .4%40 .4%40 .4%40 .4%39 .6%39 .6%39 .6%39 .6%

6

8

10

03/3末 03/9末 04/3末 04/9末 05/3末 05/9末

0%

10%

20%

30%

40%

50%

年間実行額
1.86兆円

半期実行額
0.81兆円

住宅ローン比率

（兆円）

�収益増強収益増強収益増強収益増強、、、、経費経費経費経費・・・・信用信用信用信用コストコストコストコスト削減削減削減削減のののの取組取組取組取組みをみをみをみを強化強化強化強化

収
益
収
益
収
益
収
益

� 営業推進営業推進営業推進営業推進のののの担担担担いいいい手手手手のののの増強増強増強増強
� 不動産業者不動産業者不動産業者不動産業者とのとのとのとの紐帯紐帯紐帯紐帯のののの強化強化強化強化
� エンドユーザーエンドユーザーエンドユーザーエンドユーザー向向向向けけけけ施策施策施策施策のののの強化強化強化強化
� 収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい差別化商品差別化商品差別化商品差別化商品のののの投入投入投入投入

収益率収益率収益率収益率のののの向上向上向上向上

申込申込申込申込みみみみ案件案件案件案件のののの
増強増強増強増強

経
費
経
費
経
費
経
費
コ
ス
ト

コ
ス
ト

コ
ス
ト

コ
ス
ト

� 住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン事務事務事務事務のののの集約化集約化集約化集約化によるによるによるによる
顧客利便性顧客利便性顧客利便性顧客利便性のののの向上向上向上向上

� パソコンパソコンパソコンパソコンTVTVTVTV電話電話電話電話のののの活用活用活用活用によるによるによるによる
相談業務相談業務相談業務相談業務のののの強化強化強化強化

経費経費経費経費コストコストコストコスト削減削減削減削減
ととととＣＳＣＳＣＳＣＳ向上向上向上向上のののの
同時実現同時実現同時実現同時実現

信
用
信
用
信
用
信
用
コ
ス
ト

コ
ス
ト

コ
ス
ト

コ
ス
ト

� 審査支援審査支援審査支援審査支援システムシステムシステムシステムののののリニューアルリニューアルリニューアルリニューアル
（豊富なデータベースの活用）

� サービサーサービサーサービサーサービサーへのへのへのへの業務委託業務委託業務委託業務委託のののの拡大拡大拡大拡大

� 任意売却比率任意売却比率任意売却比率任意売却比率のののの向上向上向上向上
（インターネットオークションの活用）

リスクリスクリスクリスク管理手法管理手法管理手法管理手法
のののの高度化高度化高度化高度化

途上管理強化途上管理強化途上管理強化途上管理強化

回収率向上回収率向上回収率向上回収率向上

目的目的目的目的 アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン



・顧客ニーズ把握
・運用会社の選定
・定性評価
・マーケット調査

商品選定商品選定商品選定商品選定

・商品ラインアップの
定期的見直し

スクラップスクラップスクラップスクラップ＆＆＆＆ビルドビルドビルドビルド

・外部機関評価
・運用会社への牽制
・ファンドモニタリング
委員会

品質管理品質管理品質管理品質管理
高品質高品質高品質高品質なななな
GR商品商品商品商品
ラインアップラインアップラインアップラインアップ

地域地域地域地域（（（（営業営業営業営業フロントフロントフロントフロント））））

顧客ニーズに
応える商品を供給

現場発の商品
ニーズを伝達

� 金融金融金融金融ディストリビューターモデルディストリビューターモデルディストリビューターモデルディストリビューターモデルのののの構築構築構築構築
系列にとらわれず顧客ニーズに応じたベストなプロダクトを
外部から調達

フィービジネスフィービジネスフィービジネスフィービジネスのののの状況状況状況状況：：：： （（（（1111））））金融商品販売金融商品販売金融商品販売金融商品販売ビジネスビジネスビジネスビジネス

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

�広大広大広大広大なななな未開拓未開拓未開拓未開拓マーケットマーケットマーケットマーケットがががが存在存在存在存在
家計部門資産1,400兆円、うち預貯金比率は約５割
他の先進国と比べ、投信等の割合が極めて低い
（日本 9％、アメリカ46％、 イギリス18％、ドイツ26％）

� 「「「「団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代」」」」
「団塊の世代」（1947～49年出生世代、勤労者約300万人）
2007年から定年退職（60歳）が始まることで、約50兆円の
退職金マーケットが出現
→ りそな銀行と取引のある団塊世代73万人（世代シェア13.8%）

0.84 1.05 1.29 1.53

0.35

0.27
5.2%

6.6%

8.7%
10.9%10.9%10.9%10.9%

1.72

1.31

1.01

2.162.162.162.16

0兆円

1兆円

2兆円

04/3末 04/9末 05/3末 05/9末

-5%

0%

5%

10%

投資信託

公共債

保険

比率＝
投資商品÷
国内・個人預金

（半期販売額）0000....56565656兆円兆円兆円兆円
（年間販売額）0.92兆円

個人向個人向個人向個人向けけけけ投資商品投資商品投資商品投資商品のののの販売状況販売状況販売状況販売状況個人向個人向個人向個人向けけけけ投資商品投資商品投資商品投資商品のののの販売状況販売状況販売状況販売状況

投資商品投資商品投資商品投資商品マーケットマーケットマーケットマーケットのののの成長成長成長成長ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャル投資商品投資商品投資商品投資商品マーケットマーケットマーケットマーケットのののの成長成長成長成長ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャル

更更更更なるなるなるなる販売強化販売強化販売強化販売強化にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策更更更更なるなるなるなる販売強化販売強化販売強化販売強化にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策

5

ＳＳＳＳ

�コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング営業営業営業営業をををを担担担担うううう人材人材人材人材

・資金運用コンサルタント（証券・保険会社のOB）
212名（04/9末） → 345名（05/9末）
・店頭コンサルタント（社内検定有資格者）
145名（04/9末） → 594名 （05/9末）
・プロを養成する教育プログラムの確立
集合研修、OJT研修による人材育成
・りそな銀行でコンプライアンス統括部内に計5名の投信
コンプライアンスアドバイザーを配置



� 05050505年度上期年度上期年度上期年度上期 不動産業務収益不動産業務収益不動産業務収益不動産業務収益 50505050億円億円億円億円
（（（（計画比計画比計画比計画比＋＋＋＋10101010億円億円億円億円、、、、前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比＋＋＋＋18181818億円億円億円億円））））
過去過去過去過去10101010年間年間年間年間でででで最高益最高益最高益最高益をををを計上計上計上計上

�不動産業務取扱店不動産業務取扱店不動産業務取扱店不動産業務取扱店のののの首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの再配置再配置再配置再配置をををを実施実施実施実施
---- 03年度下期 30ヵ店の再配置を実施
【取扱店舗】静岡以東 57（うち首都圏56）、愛知以西 47

－ マーケットポテンシャルの大きい東日本地区で着実に
収益機会を獲得 （旧あさひ銀行マーケットの開拓）

�不動産部門人員不動産部門人員不動産部門人員不動産部門人員のののの増強増強増強増強
－ 04/下期、05/上期に計25名（営業推進部門）を増員
－ うち13名は即戦力人員を中途採用

� 収益収益収益収益のののの多様化多様化多様化多様化
－不動産流動化ビジネスへの対応強化
－不動産ファンドへのエクイティ出資拡大
－自社組成不動産ファンドの資産規模拡大など

フィービジネスフィービジネスフィービジネスフィービジネスのののの状況状況状況状況：：：： (2) (2) (2) (2) 不動産不動産不動産不動産ビジネスビジネスビジネスビジネス、、、、企業年金企業年金企業年金企業年金ビジネスビジネスビジネスビジネス

5.98
5.43 5.52 5.745.745.745.74

0兆円

2兆円

4兆円

6兆円

04/3末 04/9末 05/3末 05/9末

※ 社内管理の企業年金受託残高

（年間実質増加）0.11兆円
（半期実質増加）0000....33333333兆円兆円兆円兆円

※実質：代行返上・基金解散を除く

企業年金企業年金企業年金企業年金ビジネスビジネスビジネスビジネス企業年金企業年金企業年金企業年金ビジネスビジネスビジネスビジネス不動産不動産不動産不動産ビジネスビジネスビジネスビジネス不動産不動産不動産不動産ビジネスビジネスビジネスビジネス

【【【【りそなりそなりそなりそな信託銀行信託銀行信託銀行信託銀行のののの企業年金受託残高企業年金受託残高企業年金受託残高企業年金受託残高のののの状況状況状況状況】】】】

� 代行返上代行返上代行返上代行返上はははは終息終息終息終息、、、、基金解散基金解散基金解散基金解散のののの機運機運機運機運はははは沈静化沈静化沈静化沈静化

【代行返上件数】 （厚年基金全体）
03年度 203件、04年度 438件、05年度上期 95件
【解散基金数】（厚年基金全体）

03年度 92件、04年度 81件、05年度上期 19件

� 総合設立厚生年金基金総合設立厚生年金基金総合設立厚生年金基金総合設立厚生年金基金のののの総幹事受託総幹事受託総幹事受託総幹事受託シェアシェアシェアシェア（（（（24%24%24%24%））））
はははは引続引続引続引続きききき信託信託信託信託・・・・生保中生保中生保中生保中トップトップトップトップをををを維持維持維持維持

【【【【今後今後今後今後のののの展開展開展開展開】】】】

�適格年金制度適格年金制度適格年金制度適格年金制度のののの廃止廃止廃止廃止（（（（2012年年年年））））とととと新新新新DBへのへのへのへの移行移行移行移行
-的確な制度移行アドバイスによる顧客基盤の維持
-適年後継商品である新DBの推進
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04/上期 04/下期 05/上期

西日本

東日本

（（（（不動産業務収益不動産業務収益不動産業務収益不動産業務収益のののの東西別内訳東西別内訳東西別内訳東西別内訳））））

49.5%

54.1% 57.2%

42.9%
45.9%

50.5%

（億円）

32323232

61616161

50505050



 投信販売投信販売投信販売投信販売・・・・収益実績収益実績収益実績収益実績のののの推移推移推移推移（（（（GR銀行合算銀行合算銀行合算銀行合算））））

 年金保険販売年金保険販売年金保険販売年金保険販売・・・・収益実績収益実績収益実績収益実績のののの推移推移推移推移（（（（GR銀行合算銀行合算銀行合算銀行合算））））

 不動産手数料収入不動産手数料収入不動産手数料収入不動産手数料収入のののの実績推移実績推移実績推移実績推移 （（（（りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行））））

 企業年金収益企業年金収益企業年金収益企業年金収益のののの推移推移推移推移（（（（りそなりそなりそなりそな信託信託信託信託））））

各種各種各種各種フィーフィーフィーフィー収益収益収益収益ののののトレンドトレンドトレンドトレンド

4,0693,283

3,489

124
85

183

208
(計画)

0億円

2,500億円

5,000億円

7,500億円

04年度 05年度

50億円

150億円

上期販売額 下期販売額

収益(上期実績） 収益(通期）

32
50

61

0億円

50億円

100億円

150億円

04年度 05年度

上期 下期

516 945

666

16

36

68（計画）

41

0億円

1,000億円

2,000億円

04年度 05年度

0億円

50億円

100億円

上期販売額 下期販売額 収益（上期） 収益（通期）

各各各各ビジネスビジネスビジネスビジネスともともともとも成長成長成長成長モメンタムモメンタムモメンタムモメンタムをををを維持維持維持維持

7

年間販売額

6,772億円

7,762億円(計画） 収益額（年間）

94億円

130億円(計画）

年間販売額

1,182億円

2,325億円(計画）

95 98

100

50億円

150億円

04年度 05年度

上期 下期

収益額（年間）

195億円 193億円(計画）



05050505年度通期業績予想年度通期業績予想年度通期業績予想年度通期業績予想（（（（傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算傘下銀行単体合算ベースベースベースベース））））

8

【【【【期初予想期初予想期初予想期初予想とのとのとのとの比較比較比較比較】】】】

2,0502,0502,0502,050

+130+130+130+130

+410+410+410+410

+90+90+90+90

+120+120+120+120

+750+750+750+750

1,300 2,050 2,800

その他損益

与信費用総額

経費

業務粗利益

税引後利益

05050505年度期初計画年度期初計画年度期初計画年度期初計画

新通期予想新通期予想新通期予想新通期予想 = 2,800= 2,800= 2,800= 2,800億円億円億円億円

� 【【【【業務粗利益業務粗利益業務粗利益業務粗利益】】】】
期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比＋＋＋＋120120120120億円億円億円億円
金融商品販売等の非金利収益が好調であり、資金利益の落込
みをカバーする他、上期の市場部門収益が好調だったこともあり、
通期予想を120億円上方修正

� 【【【【経費経費経費経費】】】】
期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比△△△△90909090億円億円億円億円
上期実績は期初予想比△158億円の下振れとなったが、上期に
見込んでいた営業強化施策等に係る経費支出の一部が下期に
ズレ込むことから、通期ベースでは期初予想比△90億円程度の

下振れを予想

� 【【【【与信費用与信費用与信費用与信費用】】】】
期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比△△△△410410410410億円億円億円億円
通期の与信コストは期初予想の710億円に対し、300億円程度
での着地を予想
【上期】 期初予想370億円、実績118億円
【下期】 期初予想340億円、新予想は180億円程度を見込む

� 【【【【そのそのそのその他損益他損益他損益他損益】】】】
期初予想比期初予想比期初予想比期初予想比＋＋＋＋130130130130億円億円億円億円
りそな銀行がＤＥＳ優先株式の処分等に伴い、上期に株式関係
損益として285億円を計上。その他損益とのネットで期初予想比

＋130億円を見込む

05050505年度通期年度通期年度通期年度通期のののの最終利益最終利益最終利益最終利益はははは2,8002,8002,8002,800億円億円億円億円をををを予想予想予想予想 （（（（従来計画従来計画従来計画従来計画2,0502,0502,0502,050億円億円億円億円からからからから上方修正上方修正上方修正上方修正））））05050505年度通期年度通期年度通期年度通期のののの最終利益最終利益最終利益最終利益はははは2,8002,8002,8002,800億円億円億円億円をををを予想予想予想予想 （（（（従来計画従来計画従来計画従来計画2,0502,0502,0502,050億円億円億円億円からからからから上方修正上方修正上方修正上方修正））））

（億円）



着実着実着実着実にににに高高高高まるまるまるまる収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

「「「「飛躍飛躍飛躍飛躍」」」」にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの進捗進捗進捗進捗

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの早期返済早期返済早期返済早期返済をををを展望展望展望展望したしたしたした資本政策資本政策資本政策資本政策のののの展開展開展開展開

【【【【ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】



バランスシートバランスシートバランスシートバランスシートののののクオリティアップクオリティアップクオリティアップクオリティアップがががが継続継続継続継続

貸出金貸出金貸出金貸出金貸出金貸出金貸出金貸出金

有価証券有価証券有価証券有価証券有価証券有価証券有価証券有価証券

株式株式株式株式ポートポートポートポート株式株式株式株式ポートポートポートポート

保有株式残高
※1

ブレークイーブン
日経平均株価

債券債券債券債券ポートポートポートポート※２債券債券債券債券ポートポートポートポート※２

金利感応度
（BPV）

繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産 保守的計上保守的計上保守的計上保守的計上保守的計上保守的計上保守的計上保守的計上
DTA依存度

（DTA/TierI ※３）

3.02 %3.02 %3.02 %3.02 %

※1. その他有価証券で時価のあるもの（HD連結ベース）、※2. 国内債券、 ※2. ＨＤ連結DTA／ＨＤ連結Tier1

不良債権比率

住宅ローン
比率

不良債権問題不良債権問題不良債権問題不良債権問題
とのとのとのとの決別決別決別決別

不良債権問題不良債権問題不良債権問題不良債権問題
とのとのとのとの決別決別決別決別

小口分散化小口分散化小口分散化小口分散化小口分散化小口分散化小口分散化小口分散化

05/9末

40.4%40.4%40.4%40.4%

評価差額※1
（含み損益率）

�不良債権比率は05/3末の3.39%から更に
3.02%まで低下
→ 06/3末「2%台」の達成に目処

�住宅ローン上期末残積上げ
実質＋0.3兆円（システム統合影響補正後）
→住宅ローン比率も40%台へ

3,982 3,982 3,982 3,982 億円億円億円億円

2,9412,9412,9412,941億円億円億円億円
（（（（73.8%73.8%73.8%73.8%））））

約約約約6,3006,3006,3006,300円円円円

デュレーション

▲▲▲▲13.813.813.813.8億円億円億円億円

2.32.32.32.3年年年年

0.47%0.47%0.47%0.47%

改善ポイント、今後の方向性など

� りそな銀行は簿価ベースで200億円強の
DES優先株式を売却

�堅調な株価を受け、保有株式の評価差額は
05/3末の2,338億円から25%の拡大

� ブレークイーブンとなる日経平均株価は
05/3末の約6,600円から更に低下

�景気回復に伴う金利上昇に備え、リスクを
抑制した運用を継続

� T1キャップ、資本のクオリティ維持の観点
から追加計上の実施時期・規模等を検討

保有資産保有資産保有資産保有資産ののののクオリティクオリティクオリティクオリティにににに起因起因起因起因するするするする収益収益収益収益ののののダウンサイドリスクダウンサイドリスクダウンサイドリスクダウンサイドリスクをををを徹底排除徹底排除徹底排除徹底排除保有資産保有資産保有資産保有資産ののののクオリティクオリティクオリティクオリティにににに起因起因起因起因するするするする収益収益収益収益ののののダウンサイドリスクダウンサイドリスクダウンサイドリスクダウンサイドリスクをををを徹底排除徹底排除徹底排除徹底排除

（（（（GR銀行合算銀行合算銀行合算銀行合算ベースベースベースベース））））
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【関西圏】12地域→ ４地域

【首都圏】15地域→５地域

＊地域の名称は仮称
＊太線（黒）で囲んだものが新地域
＊京滋地域、東海地域、九州地域の

3地域は06年4月より営業本部
＊計数は新地域の05年3月預貸和月中平残
＊拠点数は、現在の奈良銀行の拠点を含む

奈良地域
約0.9兆円
21拠点

兵庫地域
約1.4兆円
17拠点

大阪北地域
約4.8兆円
34拠点

大阪南地域
約5.1兆円
44拠点

多摩地域
約2.3兆円
22拠点

神奈川地域
約3.0兆円
26拠点

東京西地域
約4.3兆円
25拠点

東京中央地域
約3.8兆円
19拠点

東京東地域
約3.2兆円
29拠点

地域運営体制地域運営体制地域運営体制地域運営体制のののの最適化最適化最適化最適化（（（（りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行））））

2006200620062006年年年年4444月月月月よりよりよりより、、、、りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行のののの地域編成地域編成地域編成地域編成をををを「「「「９９９９地域地域地域地域３３３３営業本部営業本部営業本部営業本部」」」」体制体制体制体制にににに集約集約集約集約2006200620062006年年年年4444月月月月よりよりよりより、、、、りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行のののの地域編成地域編成地域編成地域編成をををを「「「「９９９９地域地域地域地域３３３３営業本部営業本部営業本部営業本部」」」」体制体制体制体制にににに集約集約集約集約

10



ビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラのののの整備整備整備整備：：：： （（（（1111））））新型店舗新型店舗新型店舗新型店舗のののの導入導入導入導入をををを加速加速加速加速

～～～～2006年年年年3月月月月

首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・関西圏本格拡大関西圏本格拡大関西圏本格拡大関西圏本格拡大
（（（（月月月月１０１０１０１０店程度店程度店程度店程度ののののペースペースペースペース））））

2005年年年年9月月月月

首都圏首都圏首都圏首都圏
（（（（１０１０１０１０店試行店試行店試行店試行））））

～～～～2006年年年年9月月月月 ～～～～2007年年年年3月月月月

首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・関西圏関西圏関西圏関西圏のののの後方事務後方事務後方事務後方事務・・・・融資事務融資事務融資事務融資事務をををを順次集約順次集約順次集約順次集約

営業課営業課営業課営業課・・・・融資課融資課融資課融資課
ミドルミドルミドルミドル・・・・バックオフィスバックオフィスバックオフィスバックオフィス のののの試行試行試行試行 ミドルミドルミドルミドル・・・・バックバックバックバック

オフィスオフィスオフィスオフィス内内内内
のののの効率化効率化効率化効率化

次世代型次世代型次世代型次世代型
店舗店舗店舗店舗のののの
拡大拡大拡大拡大

営業店営業店営業店営業店
事務事務事務事務
のののの集約集約集約集約

事務事務事務事務
プロセスプロセスプロセスプロセス
改革改革改革改革

既存店舗既存店舗既存店舗既存店舗のののの
５０５０５０５０～～～～６０６０６０６０％％％％
へへへへ導入予定導入予定導入予定導入予定

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

統
合
完
了

統
合
完
了

統
合
完
了

統
合
完
了

ローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーション実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗をををを拡大拡大拡大拡大ローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーション実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗をををを拡大拡大拡大拡大

� 次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗次世代型店舗のののの首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・関西圏関西圏関西圏関西圏へのへのへのへの本格的本格的本格的本格的なななな導入導入導入導入をををを開始開始開始開始

� 次世代型店舗導入次世代型店舗導入次世代型店舗導入次世代型店舗導入をををを進進進進めつつめつつめつつめつつ、、、、営業店営業店営業店営業店のののの後方事務後方事務後方事務後方事務・・・・融資事務融資事務融資事務融資事務のののの集約化集約化集約化集約化をををを順次実施順次実施順次実施順次実施

新新新新たなたなたなたな事務事務事務事務
プロセスプロセスプロセスプロセスのののの設計設計設計設計 実施可能実施可能実施可能実施可能なななな事務事務事務事務をををを導入導入導入導入

・・・・ システムシステムシステムシステム開発開発開発開発
次期営業店次期営業店次期営業店次期営業店
システムシステムシステムシステム導入導入導入導入
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（（（（りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行のののの場合場合場合場合））））



ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ

ﾁｬﾈﾙ/商品・ｻｰﾋﾞｽ/
ﾀｲﾐﾝｸﾞ

チャネルチャネルチャネルチャネル
連携連携連携連携

情情情情 報報報報 共共共共 有有有有

ダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメール

コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター

インターネットインターネットインターネットインターネット
バンキングバンキングバンキングバンキング

窓口窓口窓口窓口・・・・渉外渉外渉外渉外

専門専門専門専門チャネルチャネルチャネルチャネル

アプローチアプローチアプローチアプローチ
のののの高度化高度化高度化高度化

顧顧顧顧客客客客 ＭＣＩＦＭＣＩＦＭＣＩＦＭＣＩＦ

4. 4. 4. 4. マーケティマーケティマーケティマーケティ
ングングングング部門部門部門部門でのでのでのでの
分析分析分析分析・・・・検証検証検証検証

6. 6. 6. 6. 長期的長期的長期的長期的なななな
リレーションリレーションリレーションリレーション
のののの構築構築構築構築

1. 1. 1. 1. 商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス
利用利用利用利用

2. 2. 2. 2. 情報収集情報収集情報収集情報収集

3. 3. 3. 3. 情報蓄積情報蓄積情報蓄積情報蓄積

8. 8. 8. 8. 情報蓄積情報蓄積情報蓄積情報蓄積

5. 5. 5. 5. クロスセルクロスセルクロスセルクロスセル

7. 7. 7. 7. 情報収集情報収集情報収集情報収集

ポイントバンクポイントバンクポイントバンクポイントバンク

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング
ミックスミックスミックスミックスのののの最適化最適化最適化最適化

ＣＲＭＣＲＭＣＲＭＣＲＭシステムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要ＣＲＭＣＲＭＣＲＭＣＲＭシステムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要

ＣＲＭＣＲＭＣＲＭＣＲＭ

ビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラのののの整備整備整備整備：：：： （（（（2222））））CRMCRMCRMCRMシステムシステムシステムシステムのののの導入導入導入導入

活用活用活用活用ポイントポイントポイントポイント活用活用活用活用ポイントポイントポイントポイント

導入導入導入導入スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール導入導入導入導入スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

�情報共有情報共有情報共有情報共有
－顧客情報表示機能
－交渉履歴蓄積・参照

� チャネルチャネルチャネルチャネル連携連携連携連携
－上記情報・機能を営業店・コール
センターで相互参照

�営業支援営業支援営業支援営業支援
－推奨商品表示機能
－案件管理

主主主主なななな提供機能提供機能提供機能提供機能主主主主なななな提供機能提供機能提供機能提供機能

【【【【営業店営業店営業店営業店へのへのへのへの展開状況展開状況展開状況展開状況】】】】
� 05050505年年年年9999月末月末月末月末 展開状況展開状況展開状況展開状況
－ りそな銀行 20ヵ店
－ 埼玉りそな銀行 30ヵ店

� システムシステムシステムシステム統合統合統合統合のののの完了完了完了完了をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、05050505年度年度年度年度
下期下期下期下期にはにはにはには全店展開予定全店展開予定全店展開予定全店展開予定

【【【【チャネルチャネルチャネルチャネル連携連携連携連携】】】】
� 05050505年年年年9999月末現在月末現在月末現在月末現在 営業店及営業店及営業店及営業店及びびびびコールコールコールコール
センターセンターセンターセンター各拠点各拠点各拠点各拠点でででで連携連携連携連携

� 06060606年度年度年度年度にはにはにはにはATMATMATMATM、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットにもにもにもにも
連携連携連携連携チャネルチャネルチャネルチャネルをををを拡大予定拡大予定拡大予定拡大予定
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ビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラのののの整備整備整備整備：：：： （（（（3333））））サービスサービスサービスサービス改革改革改革改革

サービスサービスサービスサービス改革改革改革改革にににに向向向向けたけたけたけた独自独自独自独自のののの取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより、、、、好感度好感度好感度好感度No.1No.1No.1No.1へへへへサービスサービスサービスサービス改革改革改革改革にににに向向向向けたけたけたけた独自独自独自独自のののの取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより、、、、好感度好感度好感度好感度No.1No.1No.1No.1へへへへ

おおおお客客客客さまとのあらゆるさまとのあらゆるさまとのあらゆるさまとのあらゆる接点接点接点接点
（（（（人人人人・・・・商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービスなどなどなどなど））））にににに関関関関してしてしてして

１１１１．．．．おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの目線目線目線目線でででで改革改革改革改革するするするする
２２２２．．．．現場社員現場社員現場社員現場社員がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって改革改革改革改革するするするする
３３３３．．．．スピードスピードスピードスピード感感感感をををを持持持持ってってってって改革改革改革改革するするするする

好感度好感度好感度好感度Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．１１１１銀行銀行銀行銀行へへへへ

企業価値最大化企業価値最大化企業価値最大化企業価値最大化
収益極大化収益極大化収益極大化収益極大化

サービスサービスサービスサービス改革本部改革本部改革本部改革本部
（（（（2005200520052005年年年年4444月月月月））））

おおおお客客客客さまさまさまさま・・・・現場現場現場現場のののの「「「「声声声声」」」」のののの

一元化一元化一元化一元化とととと活用活用活用活用

ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティのののの浸透浸透浸透浸透

りそなりそなりそなりそなVOCVOCVOCVOC

現場発現場発現場発現場発・・・・女性発女性発女性発女性発
のののの独自独自独自独自のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

・お客さま・現場の「声」を集約
・サービス改革委員会を通じて具体的な
施策として実現
・2年前比、お客さま満足度は大きく向上

・「心の研修」の実施
（CSアドバイザーによる訪問研修）
・ロビー・コンシェルジュ研修
・サービス･マスター表彰
・部店長ワークショップの開催
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サービスサービスサービスサービス競争競争競争競争のののの時代時代時代時代ををををリードリードリードリードするするするする銀行銀行銀行銀行をををを目指目指目指目指してしてしてして



 店舗店舗店舗店舗のののの多様化多様化多様化多様化
 そのそのそのその他他他他  吉野家吉野家吉野家吉野家ディーディーディーディー・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・シーシーシーシー

 タリーズコーヒータリーズコーヒータリーズコーヒータリーズコーヒーほかほかほかほか

 ソリューションソリューションソリューションソリューション強化強化強化強化

 証券証券証券証券

 M&A
 国際業務国際業務国際業務国際業務

 保険保険保険保険
 不動産不動産不動産不動産オークションオークションオークションオークション

 野村證券野村證券野村證券野村證券、、、、松井証券松井証券松井証券松井証券、、、、ディーディーディーディー・・・・ブレインブレインブレインブレイン証券証券証券証券、、、、
IPO証券証券証券証券

 みずほみずほみずほみずほ証券証券証券証券
 東亜銀行東亜銀行東亜銀行東亜銀行、、、、バンコックバンコックバンコックバンコック銀行銀行銀行銀行、、、、
 東京三菱銀行東京三菱銀行東京三菱銀行東京三菱銀行ほかほかほかほか
 アリコアリコアリコアリコ････ジャパンジャパンジャパンジャパン、、、、第一生命第一生命第一生命第一生命ほかほかほかほか
 アイディーユーアイディーユーアイディーユーアイディーユー

 利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

 クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード
 ネットワークネットワークネットワークネットワーク
 ポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換・・・・そのそのそのその他他他他

 クレディセゾンクレディセゾンクレディセゾンクレディセゾン
 アイワイバンクアイワイバンクアイワイバンクアイワイバンク、、、、ローソンローソンローソンローソン、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ東日本東日本東日本東日本
 アイワイアイワイアイワイアイワイ・・・・カードカードカードカード・・・・サービスサービスサービスサービス、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴドコモドコモドコモドコモ、ＣＣＣ、、ＣＣＣ、、ＣＣＣ、、ＣＣＣ、
JTB、、、、上新電機上新電機上新電機上新電機、、、、セシールセシールセシールセシール、、、、高島屋高島屋高島屋高島屋、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ東日本東日本東日本東日本、、、、
日本航空日本航空日本航空日本航空インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル、、、、ヨドバシカメラヨドバシカメラヨドバシカメラヨドバシカメラ、、、、楽天楽天楽天楽天

 商品商品商品商品ラインアップラインアップラインアップラインアップ充実充実充実充実
 投資信託投資信託投資信託投資信託
 PB
 住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン

 クレディクレディクレディクレディ････アグリコルアグリコルアグリコルアグリコルほかほかほかほか
 シンワアートオークションシンワアートオークションシンワアートオークションシンワアートオークションほかほかほかほか
 アートコーポレーションアートコーポレーションアートコーポレーションアートコーポレーション

 目的目的目的目的  提携分野提携分野提携分野提携分野  パートナーパートナーパートナーパートナー

ビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラのののの整備整備整備整備：：：： （（（（4444））））アライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの拡充拡充拡充拡充

【【【【2005200520052005年度年度年度年度のののの主主主主なななな拡充内容拡充内容拡充内容拡充内容】】】】（（（（下線付斜字体部分下線付斜字体部分下線付斜字体部分下線付斜字体部分））））
� 住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン債権債権債権債権のののの回収回収回収回収におけるにおけるにおけるにおける不動産不動産不動産不動産オークションオークションオークションオークションのののの活用活用活用活用にににに関関関関ししししアイディーユーアイディーユーアイディーユーアイディーユーとととと提携提携提携提携
� ＪＲＪＲＪＲＪＲ東日本東日本東日本東日本ととととATMATMATMATMのののの相互利用相互利用相互利用相互利用、、、、ポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換、「、「、「、「ビュービュービュービュー・・・・スイカスイカスイカスイカ」」」」一体型一体型一体型一体型カードカードカードカードのののの発行等発行等発行等発行等でででで提携提携提携提携
� 生活生活生活生活にににに身近身近身近身近なななな幅広幅広幅広幅広いいいい業界業界業界業界のののの企業企業企業企業12121212社社社社とのとのとのとのポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換サービスサービスサービスサービスのののの導入導入導入導入をををを発表発表発表発表（（（（06060606年年年年4444月月月月スタートスタートスタートスタート予定予定予定予定））））
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ビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラビジネスインフラのののの整備整備整備整備：：：： （（（（5555））））コーポレートストラクチャーコーポレートストラクチャーコーポレートストラクチャーコーポレートストラクチャーのののの最適化最適化最適化最適化

� 傘下銀行傘下銀行傘下銀行傘下銀行がががが保有保有保有保有するするするする子会社株式子会社株式子会社株式子会社株式をををを原則原則原則原則としてとしてとしてとして持株会社持株会社持株会社持株会社（（（（HDHDHDHD））））にににに集約集約集約集約、、、、傘下銀行傘下銀行傘下銀行傘下銀行をををを支支支支えるえるえるえる共通共通共通共通プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム
としてのとしてのとしてのとしての位置位置位置位置づけをづけをづけをづけを明確化明確化明確化明確化

戦略子会社戦略子会社戦略子会社戦略子会社のののの持株会社持株会社持株会社持株会社（（（（HD)HD)HD)HD)直接子会社化直接子会社化直接子会社化直接子会社化戦略子会社戦略子会社戦略子会社戦略子会社のののの持株会社持株会社持株会社持株会社（（（（HD)HD)HD)HD)直接子会社化直接子会社化直接子会社化直接子会社化

GRGRGRGR傘下銀行間傘下銀行間傘下銀行間傘下銀行間でのでのでのでの再編再編再編再編GRGRGRGR傘下銀行間傘下銀行間傘下銀行間傘下銀行間でのでのでのでの再編再編再編再編

� 傘下傘下傘下傘下のりそなのりそなのりそなのりそな銀行銀行銀行銀行とととと奈良銀行奈良銀行奈良銀行奈良銀行のののの合併合併合併合併をををを実施実施実施実施（（（（06060606年年年年1111月予定月予定月予定月予定））））
� 合併合併合併合併とととと同時同時同時同時にににに現在現在現在現在のののの奈良銀行奈良銀行奈良銀行奈良銀行システムシステムシステムシステムをりそなをりそなをりそなをりそな銀行銀行銀行銀行システムシステムシステムシステムにににに統合予定統合予定統合予定統合予定
� 奈良地域奈良地域奈良地域奈良地域のののの営業営業営業営業はははは、、、、りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行のののの奈良営業本部奈良営業本部奈良営業本部奈良営業本部にににに一本化一本化一本化一本化
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埼玉りそな銀行

近畿大阪銀行

りそなりそなりそなりそなホールディングスホールディングスホールディングスホールディングス

奈良銀行

りそな銀行

りそな信託銀行

子会社株式子会社株式子会社株式子会社株式ををををＨＤＨＤＨＤＨＤへへへへ売却売却売却売却

りそなりそなりそなりそな決済決済決済決済サービスサービスサービスサービス
りそなりそなりそなりそな債権回収債権回収債権回収債権回収
りそなりそなりそなりそな人事人事人事人事サポートサポートサポートサポート
りそなりそなりそなりそなビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービス

【【【【グループグループグループグループ組織図組織図組織図組織図】】】】

りそなりそなりそなりそなカードカードカードカード
りそなりそなりそなりそなキャピタルキャピタルキャピタルキャピタル
りそなりそなりそなりそな総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所

HDHDHDHDによるによるによるによる直接出資形態直接出資形態直接出資形態直接出資形態にににに変更変更変更変更



着実着実着実着実にににに高高高高まるまるまるまる収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

「「「「飛躍飛躍飛躍飛躍」」」」にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの進捗進捗進捗進捗

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの早期返済早期返済早期返済早期返済をををを展望展望展望展望したしたしたした資本政策資本政策資本政策資本政策のののの展開展開展開展開

【【【【ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】



資本市場資本市場資本市場資本市場へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス再開再開再開再開によりによりによりにより資本政策資本政策資本政策資本政策ののののオプションオプションオプションオプションはははは拡大拡大拡大拡大

クレジットクレジットクレジットクレジットのののの大幅改善大幅改善大幅改善大幅改善をををを受受受受けけけけ、、、、大規模大規模大規模大規模なななな市場調達市場調達市場調達市場調達をををを再開再開再開再開クレジットクレジットクレジットクレジットのののの大幅改善大幅改善大幅改善大幅改善をををを受受受受けけけけ、、、、大規模大規模大規模大規模なななな市場調達市場調達市場調達市場調達をををを再開再開再開再開

� 2005200520052005年年年年1111月月月月～～～～9999月末月末月末月末のののの資本証券発行規模資本証券発行規模資本証券発行規模資本証券発行規模はははは世界世界世界世界トップレベルトップレベルトップレベルトップレベル

� 新規制下新規制下新規制下新規制下でででで邦銀初邦銀初邦銀初邦銀初となるとなるとなるとなるT1T1T1T1証券証券証券証券をををを海外海外海外海外マーケットマーケットマーケットマーケットでででで発行発行発行発行

2005200520052005年年年年2222月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Lower Tier 2Lower Tier 2Lower Tier 2Lower Tier 2
10101010億億億億ユーロユーロユーロユーロ

2005200520052005年年年年2222月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Lower Tier 2Lower Tier 2Lower Tier 2Lower Tier 2
10101010億億億億ユーロユーロユーロユーロ

2005200520052005年年年年7777月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Tier 1Tier 1Tier 1Tier 1
11.511.511.511.5億億億億ドルドルドルドル

2005200520052005年年年年7777月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Tier 1Tier 1Tier 1Tier 1
11.511.511.511.5億億億億ドルドルドルドル

2005200520052005年年年年9999月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Upper Tier 2Upper Tier 2Upper Tier 2Upper Tier 2
13131313億億億億ドルドルドルドル
8888億億億億ユーロユーロユーロユーロ

2005200520052005年年年年9999月月月月
りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行

Upper Tier 2Upper Tier 2Upper Tier 2Upper Tier 2
13131313億億億億ドルドルドルドル
8888億億億億ユーロユーロユーロユーロ

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの本格返済開始本格返済開始本格返済開始本格返済開始などなどなどなど資本政策上資本政策上資本政策上資本政策上ののののオプションオプションオプションオプションをををを一気一気一気一気にににに拡大拡大拡大拡大公的資金公的資金公的資金公的資金のののの本格返済開始本格返済開始本格返済開始本格返済開始などなどなどなど資本政策上資本政策上資本政策上資本政策上ののののオプションオプションオプションオプションをををを一気一気一気一気にににに拡大拡大拡大拡大

� 資本資本資本資本コストコストコストコストののののアクティブコントロールアクティブコントロールアクティブコントロールアクティブコントロール
新規新規新規新規T1T1T1T1調達調達調達調達、、、、収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタムのののの加速加速加速加速をををを通通通通じたじたじたじた内部留保内部留保内部留保内部留保のののの積上積上積上積上げにげにげにげに基基基基づきづきづきづき、、、、既発行既発行既発行既発行
優先出資証券優先出資証券優先出資証券優先出資証券のののの期限前償還期限前償還期限前償還期限前償還をををを実施実施実施実施

� 本格的本格的本格的本格的なななな公的資金公的資金公的資金公的資金のののの返済返済返済返済をををを開始開始開始開始
新規新規新規新規UT2UT2UT2UT2調達調達調達調達をををを見合見合見合見合いとしていとしていとしていとして、、、、公的資金劣後公的資金劣後公的資金劣後公的資金劣後ローンローンローンローン2,0002,0002,0002,000億円億円億円億円のののの返済返済返済返済をををを実施実施実施実施
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公的資金公的資金公的資金公的資金のののの出口出口出口出口についてについてについてについて

-

8,533

10,633

6,433

4,513

2,943

3 ,9433 ,9433 ,9433 ,943

5,4565,4565,4565,456

6,3236,3236,3236,323

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
05/3末 05/9末 06/3末 07/3末 08/3末 09/3末

剰余金蓄積計画（健全化計画）
HD＋傘下銀行合算ベース

2009200920092009年一斉転換期日到来年一斉転換期日到来年一斉転換期日到来年一斉転換期日到来＝＝＝＝7,0807,0807,0807,080億円億円億円億円

早期健全化法注入公的資金早期健全化法注入公的資金早期健全化法注入公的資金早期健全化法注入公的資金＝＝＝＝8,6808,6808,6808,680億円億円億円億円

＋＋＋＋1,8001,8001,8001,800億円以上振億円以上振億円以上振億円以上振れれれれ見込見込見込見込みみみみ
（実績）

（実績）

（見込）

� 本格的本格的本格的本格的なななな資本市場資本市場資本市場資本市場へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスをををを再開再開再開再開しししし、、、、
新規調達見合新規調達見合新規調達見合新規調達見合いでいでいでいで劣後劣後劣後劣後ローンローンローンローン2,0002,0002,0002,000億円億円億円億円のののの
返済返済返済返済をををを完了完了完了完了

� 早期健全化法早期健全化法早期健全化法早期健全化法にににに基基基基づくづくづくづく注入分注入分注入分注入分（（（（優先株式優先株式優先株式優先株式
8,6808,6808,6808,680億円億円億円億円））））についてはについてはについてはについては、、、、一斉転換一斉転換一斉転換一斉転換によるによるによるによる
希薄化希薄化希薄化希薄化をををを回避回避回避回避すべくすべくすべくすべく、、、、内部留保内部留保内部留保内部留保のののの積上積上積上積上げげげげ
によりによりによりにより前倒前倒前倒前倒しのしのしのしの返済実現返済実現返済実現返済実現をををを目指目指目指目指すすすす

� 上方修正後上方修正後上方修正後上方修正後のののの通期通期通期通期ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンスををををベースベースベースベースにしにしにしにし
たたたた06/306/306/306/3末末末末のののの合算剰余金合算剰余金合算剰余金合算剰余金はははは健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画をををを
1,8001,8001,8001,800億円以上上振億円以上上振億円以上上振億円以上上振れるれるれるれる見込見込見込見込みみみみ
→→→→ 健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画をををを概概概概ねねねね１１１１年前倒年前倒年前倒年前倒しししし

2009200920092009年年年年にににに一斉転換期日一斉転換期日一斉転換期日一斉転換期日がががが到来到来到来到来するするするする優先株優先株優先株優先株
7,0807,0807,0807,080億円億円億円億円にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその90%90%90%90%程度程度程度程度にににに相当相当相当相当するするするする
剰余金剰余金剰余金剰余金をををを今期末今期末今期末今期末までにまでにまでにまでに蓄積蓄積蓄積蓄積できるできるできるできる見通見通見通見通しししし

� 預金保険法預金保険法預金保険法預金保険法にににに基基基基づくづくづくづく優先株式優先株式優先株式優先株式16,63516,63516,63516,635億円億円億円億円
についてもについてもについてもについても、、、、極力早期極力早期極力早期極力早期のののの返済返済返済返済をををを実現実現実現実現すべくすべくすべくすべく
一層一層一層一層のののの収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化をををを通通通通じたじたじたじた内部留保内部留保内部留保内部留保のののの蓄蓄蓄蓄
積積積積をををを加速加速加速加速させていくさせていくさせていくさせていく

（億円）
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2003/9末 2005/10末 返済額

(A) (B) (B) - (A)
優先株式 25,315 25,315 0

乙種第一回 2009.4.1 4,080 4,080 0

丙種第一回 2015.4.1 600 600 0

戊種第一回 2009.12.1 3,000 3,000 0

己種第一回 2014.12.1 1,000 1,000 0

第１種第一回 定めなし 5,500 5,500 0

第２種第一回 定めなし 5,635 5,635 0

第３種第一回 定めなし 5,500 5,500 0

普通株式 定めなし 2,964 2,937 ▲ 27

永久 金融機能安定化法

1,000億円×3本 早期健全化法

合計 31,280 29,252 ▲ 2,027

一斉転換日

劣後ローン 3,000 1,000

（億円）

▲ 2,000

根拠法等

早期健全化法

預金保険法



着実着実着実着実にににに高高高高まるまるまるまる収益収益収益収益モメンタムモメンタムモメンタムモメンタム

「「「「飛躍飛躍飛躍飛躍」」」」にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの進捗進捗進捗進捗

公的資金公的資金公的資金公的資金のののの早期返済早期返済早期返済早期返済をををを展望展望展望展望したしたしたした資本政策資本政策資本政策資本政策のののの展開展開展開展開

【【【【ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】



預金預金預金預金、、、、ローンローンローンローン、、、、口座振替口座振替口座振替口座振替、、、、クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード利用等利用等利用等利用等のののの取引取引取引取引をををを
集約集約集約集約することによりすることによりすることによりすることにより、、、、りそなりそなりそなりそなポイントバンクポイントバンクポイントバンクポイントバンクののののステージステージステージステージががががアップアップアップアップ

ポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換サービスサービスサービスサービス「「「「りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブ」」」」 「「「「埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブ」」」」

ポイントバンクポイントバンクポイントバンクポイントバンクののののステージステージステージステージにににに応応応応じてじてじてじて、、、、りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブ、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブののののポイントポイントポイントポイントをををを毎月加算毎月加算毎月加算毎月加算

� りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行とととと埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行でででで取引状況取引状況取引状況取引状況にににに応応応応じてじてじてじて提携先企業提携先企業提携先企業提携先企業でででで使使使使えるえるえるえるポイポイポイポイ ントントントントがががが毎月毎月毎月毎月たまるたまるたまるたまる
サービスサービスサービスサービス「「「「りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブ」「」「」「」「埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそなクラブクラブクラブクラブ」」」」のののの取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを開始開始開始開始 （（（（06年年年年４４４４月予定月予定月予定月予定））））

� りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行12社社社社、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行6社社社社をををを提携先提携先提携先提携先としてとしてとしてとしてスタートスタートスタートスタート予定予定予定予定

提携先企業提携先企業提携先企業提携先企業ののののポイントポイントポイントポイントにににに交換交換交換交換してごしてごしてごしてご利用利用利用利用がががが可能可能可能可能

生活生活生活生活にににに身近身近身近身近なななな幅広幅広幅広幅広いいいい業界業界業界業界のののの企業企業企業企業ととととタイアップタイアップタイアップタイアップしししし、、、、ポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換サービスサービスサービスサービスのののの立上立上立上立上げをげをげをげを発表発表発表発表生活生活生活生活にににに身近身近身近身近なななな幅広幅広幅広幅広いいいい業界業界業界業界のののの企業企業企業企業ととととタイアップタイアップタイアップタイアップしししし、、、、ポイントポイントポイントポイント交換交換交換交換サービスサービスサービスサービスのののの立上立上立上立上げをげをげをげを発表発表発表発表
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本資料中本資料中本資料中本資料中のののの、、、、将来将来将来将来にににに関関関関するするするする記述記述記述記述（（（（将来情報将来情報将来情報将来情報））））はははは、、、、次次次次のようなのようなのようなのような要因要因要因要因によりによりによりにより重要重要重要重要なななな変動変動変動変動をををを受受受受
けるけるけるける可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

即即即即ちちちち、、、、本邦本邦本邦本邦におけるにおけるにおけるにおける株価水準株価水準株価水準株価水準のののの変動変動変動変動、、、、政府政府政府政府のののの方針方針方針方針、、、、法令法令法令法令、、、、実務慣行及実務慣行及実務慣行及実務慣行及びびびび解釈解釈解釈解釈にににに係係係係るるるる展開展開展開展開
及及及及びびびび変更変更変更変更、、、、新新新新たなたなたなたな企業倒産企業倒産企業倒産企業倒産のののの発生発生発生発生、、、、日本日本日本日本およびおよびおよびおよび海外海外海外海外のののの経済環境経済環境経済環境経済環境のののの変動変動変動変動、、、、並並並並びにりそなびにりそなびにりそなびにりそなググググ
ループループループループののののコントロールコントロールコントロールコントロールのののの及及及及ばないばないばないばない要因等要因等要因等要因等がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

本資料本資料本資料本資料にににに記載記載記載記載されたされたされたされた将来情報将来情報将来情報将来情報はははは、、、、将来将来将来将来のののの業績業績業績業績そのそのそのその他他他他のののの動向動向動向動向についてについてについてについて保証保証保証保証するものではなするものではなするものではなするものではな
くくくく、、、、またまたまたまた実際実際実際実際のののの結果結果結果結果とととと比比比比べてべてべてべて違違違違いがいがいがいが生生生生じるじるじるじる可能性可能性可能性可能性があることにごがあることにごがあることにごがあることにご留意下留意下留意下留意下さいさいさいさい。。。。


