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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） 

 

(2) 連結財政状態 

（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「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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 88,875 △1.3 11,921 2.0 7,621 119.7
24年3月期 90,075 △0.9 11,676 △8.6 3,467 △47.3

（注）包括利益 25年3月期 27,455百万円 （272.9％） 24年3月期 7,360百万円 （207.3％）

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 28.01 27.99 3.8 0.2 13.4
24年3月期 12.57 12.57 1.8 0.2 12.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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 5,025,037 215,745 4.1 774.46
24年3月期 4,809,575 212,241 3.8 675.42

（参考） 自己資本   25年3月期  208,987百万円 24年3月期  186,205百万円

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 139,067 △49,527 △23,993 175,173
24年3月期 126,693 △82,859 △2,335 109,606

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,654 47.7 0.8
25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,636 21.4 0.8
26年3月期(予想) ― 3.00 ― 3.00 6.00 28.4

3. 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 6,300 39.1 3,800 △0.8 14.08
通期 10,000 △16.1 5,700 △25.2 21.12



※  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 

（注）詳細は、添付資料 13ページ 「４．（５）連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）」を 
  ご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、添付資料15ページ「（１株当たり情報）」をご覧ください。 

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  ： 有
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 275,756,564 株 24年3月期 281,756,564 株
② 期末自己株式数 25年3月期 5,909,340 株 24年3月期 6,072,272 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 271,994,671 株 24年3月期 275,690,236 株

（参考）個別業績の概要 

1.  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） 

 

(2) 個別財政状態 

（注） 「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）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。  

(1) 個別経営成績 （％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 80,143 △0.3 9,899 7.8 7,547 127.6
24年3月期 80,404 △2.9 9,178 △19.8 3,315 △49.6

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 27.74 27.72
24年3月期 12.02 12.02

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 5,015,857 206,388 4.1 764.46
24年3月期 4,799,083 183,628 3.8 665.84

（参考） 自己資本 25年3月期  206,287百万円 24年3月期  183,563百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  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の手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料に記載されている業績見通し等の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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 
※当行は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定であります。この説明会で配布した資料等については、開催後速やかに当行ホーム 
 ページで掲載する予定であります。 
  ・平成２５年６月７日（金）・・・・・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

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

第2四半期(累計) 5,700 71.6 3,700 △0.9 13.71
通期 9,000 △9.0 5,500 △27.1 20.38
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（当期の経営成績）  

連結経営成績につきましては、経常収益は、当行単体において国債等債券売却益が増加したことでそ

の他業務収益は増加しましたが、貸出金利息等の減少により資金運用収益が減少したことから前期と比

べ１１億９９百万円減少して８８８億７５百万円となりました。 

一方、経常費用につきましては、当行単体において預金等利息が減少したことで資金調達費用が減少

したことや営業経費が減少したことなどから前期と比べ１４億４４百万円減少して７６９億５４百万円

となりました。 

以上の結果、経常利益は前期と比べ２億４４百万円増加して１１９億２１百万円となり、また、税金

関連費用が減少したことから当期純利益も同じく４１億５３百万円増加して７６億２１百万円となりま

した。 

これにより、連結ベースの１株当たり当期純利益は２８円０１銭となりました。 

当行単体の業績につきましては、収益面では、国債等債券売却益の増加によりその他業務収益は増加

しましたが、貸出金利息や有価証券利息配当金等の減少により資金運用収益が減少したことから経常収

益は前期と比べ２億６１百万円減少して８０１億４３百万円となりました。 

一方、費用面では、預金等利息や借用金利息の減少により資金調達費用が減少したことや、物件費が

減少したことで営業経費が減少したことから経常費用は前期と比べ９億８１百万円減少して７０２億 

４３百万円となりました。 

この結果、経常利益は前期と比べ７億２０百万円増加して９８億９９百万円となり、また、税金関連

費用が減少したことから当期純利益も同じく４２億３２百万円増加して７５億４７百万円となりまし

た。 

これにより、１株当たり当期純利益は２７円７４銭となりました。 

  

（次期の見通し）  

景気の現状については下げ止まっており持ち直しに向かう動きもみられるなかで、デフレ脱却をめざ

す日本銀行の新たな金融緩和策や為替の円安などを背景に株価は足もとまで回復基調をたどっていま

す。 

こうした金融経済環境のもとで、株式リスクは低減し信用コストは低水準となるものの、市場金利が

低位で安定的に推移すると見込まれることから預貸金利ざやの縮小を主因に資金利益が減少するなど、

地域金融機関を取り巻く収益環境は依然として厳しい状況の続くことが予想されます。 

次期につきましても、地元向け融資を積極的に推進するとともに経営効率化をさらにすすめること

で、連結ベースの業績は、経常利益１００億円（前期１１９億円）及び当期純利益５７億円（前期７６

億円）をそれぞれ予想しております。 

一方、当行単体では、経常利益９０億円（前期９８億円）、当期純利益５５億円（前期７５億円）及

び業務純益１１７億円（前期１７５億円）をそれぞれ予想しております。 

  

 
  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

本資料には、将来の業績に関する記載が含まれています。

こうした記載は、将来の業績を保障するものではなくリスクや不確実性を内包するものであります。

実際の業績は、経営環境の変化などにより、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる

場合があることをご承知おきください。
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（主要勘定の状況）  

連結ベースの主要勘定は、次のような動きとなりました。  

まず、預金は期中１，４０７億円増加して当期末残高は４兆４，１８１億円となり、また、譲渡性預

金も同じく３０７億円増加して当期末残高は９６４億円となりました。  

一方、貸出金は期中１，１３１億円増加して当期末残高は２兆８，９８８億円となりました。  

また、有価証券は期中８５２億円増加して当期末残高は１兆８，４０７億円となりました。  

なお、純資産額は期中３５億円増加して当期末残高は２，１５７億円となり、これにより、連結ベー

スの１株当たり純資産額は７７４円４６銭となりました。 また、当期末の国内基準による連結自己資

本比率［速報値］は、優先出資証券の償還等により前期末比０．９７ポイント低下して１０．６６％と

なりました。 

連結キャッシュ・フローの状況についてみますと、当期末における現金及び現金同等物（以下「資

金」という。）の残高は、前期末と比べ６５５億円増加して１，７５１億円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における営業活動により得られた資金は１，３９０億円となり、前期と比べ得られた資金は 

１２３億円増加しました。 

これは、主として預金の増加額は前期と比べ減少しましたが、譲渡性預金の増加額が前期と比べ増加

したことなどによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における投資活動により使用した資金は４９５億円となり、前期と比べ使用した資金は３３３億

円減少しました。 

これは、主として前期と比べ当期における有価証券の売却による収入の増加額が、有価証券の取得に

よる支出の増加額を上回ったことによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における財務活動により使用した資金は２３９億円となり、前期と比べ使用した資金は２１６億

円増加しました。 

これは、主として海外特別目的会社が発行した優先出資証券の償還に伴う少数株主への払戻による支

出及び自己株式の取得による支出があったことによるものであります。  

当行単体の主要勘定は、次のような動きとなりました。  

まず、預金は、多様な顧客に対応した金融商品・サービスの提供に取り組むとともに安定的な資金調

達に注力いたしました。この結果、個人預金や公金預金が増加しましたので預金は期中１，４２２億円

増加して当期末残高は４兆４，３２１億円となりました。 また、譲渡性預金も金融機関等からのお預

け入れが増加したことから期中３１８億円増加して当期末残高は９７５億円となりました。  

貸出金は、コンサルティング機能を適切に発揮し地域密着型金融を強力に推進するとともに、地方公

共団体等からの資金のご要請にも積極的にお応えいたしました。この結果、事業性融資や住宅ローンが

増加したことから貸出金は期中１，１３２億円増加して当期末残高は２兆９，０９６億円となりまし

た。  

また、有価証券は、市場の動向を注視しつつ効率的なポートフォリオ運営を行った結果、社債を中心

に期中８４７億円増加して当期末残高は１兆８，４０７億円となりました。  

なお、純資産額は期中２２７億円増加して当期末残高は２，０６３億円となり、これにより、単体ベ

ースの１株当たり純資産額は７６４円４６銭となりました。また、当期末の国内基準による自己資本比

率［速報値］は、優先出資証券の償還等により前期末比１．０７ポイント低下して１０．１６％となり

ました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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当行では、銀行業の公共性に鑑み、適正な内部留保の充実により経営体質の強化を図りつつ、株主の

皆さまへの利益配分につきましても安定的な配当の継続を基本方針とするとともに、体力に応じて増配

を実施するなど、常々特段の配慮をしております。 

当期の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針を踏まえ安定的な利益還元という観点から１株

当たり３円00銭とし、中間配当金（１株当たり３円00銭）と合わせて６円00銭とさせていただく予定で

あります。 

また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化や店舗設備等に投資する

とともに、効率的な資金運用により安定収益の確保に努め、より一層強固な経営体質を確立してまいる

所存であります。 

なお、次期配当につきましても、上記の基本方針に則り、１株当たり６円00銭（中間配当として３円

00銭）とさせていただく予定であります。 

  

当行グループ（当行及び当行の関係会社）は、当行及び連結子会社１１社で構成され、銀行業務を中心

に証券業務、リース業務及び信用保証業務などの事業を行い、幅広い金融サービスを提供しております。

なお、当企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．企業集団の状況
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当行は、創立以来優れた総合金融サービスのご提供を通じ、地域社会・地域経済の発展に貢献できる

よう努めてまいりました。 

今後とも地域のリーディングバンクとして健全かつ効率的な運営に努めるとともに、お客さま満足及

び企業価値の向上に取り組むことで、皆さまからより一層信頼され親しまれる魅力的な銀行をめざして

まいります。 

  

当行は、中期経営計画「ベスト・バリューＮＡＮＴＯ」（平成23年４月～平成26年３月）のもと、諸

施策に取り組んでおります。 

終年度である平成26年３月期においては、次の計数目標を掲げております。 

 
  

当行は、平成26年６月の創立80周年に向けた長期ビジョン「さらなる企業価値の向上をめざして～地

域とともに成長する銀行～」（平成20年４月～平成26年３月：６年間）のもと、当行ブランドをさらに

浸透・確立させ適正な収益を確保しながら、地域・お客さま・株主の皆さまの満足を高め、さらなる成

長をめざしております。 

平成23年４月からは、長期ビジョンの第２（ 終）ステージとして中期経営計画「ベスト・バリュー

ＮＡＮＴＯ」に取り組んでおり、収益性と効率性のバランスを確保しつつ持続的な成長を追求していく

経営戦略として、次の４つの基本方針と８つの重点戦略を掲げ、計画を進めております。 

  

Ⅰ．地域に密着した営業展開による、お客さま満足の向上と収益力の強化 

・大阪府等での店舗網充実による、事業性融資取引を核とした「面」営業基盤の確立 

・奈良県等の肥沃な個人マーケットでの預かり資産や個人ローンを中心とした個人取引の拡充と、事

業性融資を含めた貸出金シェアの維持向上 

・市場部門の収益力強化による長期安定的な収益構造の構築 

  

Ⅱ．経営資源の効果的な活用 

・高度で実践的な「営業力」・人を育て活かせる「マネジメント力」を持つ人材の育成 

・本部業務・営業店事務の効率化による、営業部門への人員シフト 

  

Ⅲ．内部管理態勢の充実・強化 

・コンプライアンス態勢のさらなる強化 

・各リスク管理の高度化・充実 

  

Ⅳ．永続的な地域貢献活動の推進 

・ＣＳＲの取り組みの充実 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

目標とする経営指標 平成26年３月期（計画）

コア業務純益 200億円以上

（３）中長期的な会社の経営戦略
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当行を取り巻く環境は、日本銀行による量的・質的な金融緩和がこれまでにない規模で進められる

中、他の金融機関との競争も激しさを増しており、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。 

こうした情勢のもと、当行は、平成25年度が 終年度となる中期経営計画「ベスト・バリューＮＡＮ

ＴＯ」に基づき、地域密着型金融をさらに推し進めるとともに、引き続き諸施策を着実に遂行してまい

ります。 

具体的には、重点戦略地域として位置づけている大阪府下等においては業容をさらに拡大し成長を続

けていくため、今後も事業性融資取引を核とした「面」営業基盤の確立に取り組んでまいります。 

また、奈良県等の既存営業エリアにおいては、預かり資産や個人ローンを中心とした個人取引の拡充

と事業性融資を含めた貸出金シェアの維持・向上に取り組んでまいります。 

さらに、営業店事務の効率化を図るとともに店舗形態の見直しを行うなど、経営資源の効率的な活用

を図るとともに、皆さまからより一層の信頼をいただくため、コンプライアンス態勢の強化、各種リス

ク管理の高度化・充実にも引き続き取り組んでまいります。 

なお、本年３月末に中小企業金融円滑化法の期限が到来しましたが、当行の金融円滑化に係る方針は

何ら変わることなく、コンサルティング機能を発揮し、お取引先企業の経営改善や事業再生に積極的に

取り組んでまいります。 

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

現金預け金 131,459 175,662

コールローン及び買入手形 12,080 430

買入金銭債権 4,075 4,279

商品有価証券 400 322

金銭の信託 25,000 21,000

有価証券 1,755,495 1,840,741

貸出金 2,785,671 2,898,844

外国為替 1,310 4,023

リース債権及びリース投資資産 15,052 14,377

その他資産 21,447 20,746

有形固定資産 40,574 40,291

建物 11,794 11,193

土地 24,629 24,204

建設仮勘定 102 327

その他の有形固定資産 4,047 4,564

無形固定資産 8,171 6,066

ソフトウエア 6,703 5,304

その他の無形固定資産 1,468 762

繰延税金資産 24,088 13,018

支払承諾見返 13,278 13,591

貸倒引当金 △28,531 △28,358

資産の部合計 4,809,575 5,025,037

負債の部

預金 4,277,409 4,418,137

譲渡性預金 65,744 96,467

債券貸借取引受入担保金 104,266 138,235

借用金 63,783 81,100

外国為替 148 140

社債 20,000 20,000

その他負債 38,729 27,258

退職給付引当金 12,207 12,669

睡眠預金払戻損失引当金 131 165

偶発損失引当金 1,633 1,526

支払承諾 13,278 13,591

負債の部合計 4,597,334 4,809,291

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,829 18,813

利益剰余金 122,907 126,387

自己株式 △2,987 △2,480

株主資本合計 167,999 171,970

その他有価証券評価差額金 19,057 37,947

繰延ヘッジ損益 △850 △931

その他の包括利益累計額合計 18,206 37,016

新株予約権 64 100

少数株主持分 25,971 6,658

純資産の部合計 212,241 215,745

負債及び純資産の部合計 4,809,575 5,025,037
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

経常収益 90,075 88,875

資金運用収益 61,862 58,994

貸出金利息 43,499 41,086

有価証券利息配当金 17,936 17,538

コールローン利息及び買入手形利息 103 86

買現先利息 16 12

預け金利息 70 35

その他の受入利息 236 235

役務取引等収益 18,205 18,447

その他業務収益 4,825 6,995

その他経常収益 5,181 4,438

貸倒引当金戻入益 1,966 －

償却債権取立益 1,656 1,081

その他の経常収益 1,558 3,356

経常費用 78,399 76,954

資金調達費用 5,685 4,654

預金利息 4,309 3,330

譲渡性預金利息 89 83

コールマネー利息及び売渡手形利息 1 0

債券貸借取引支払利息 341 268

借用金利息 126 164

社債利息 344 344

その他の支払利息 472 462

役務取引等費用 9,141 9,380

その他業務費用 1,943 3,187

営業経費 52,503 50,408

その他経常費用 9,124 9,323

貸倒引当金繰入額 － 3,539

その他の経常費用 9,124 5,784

経常利益 11,676 11,921

特別利益 － －

特別損失 444 706

固定資産処分損 123 58

減損損失 320 648

税金等調整前当期純利益 11,231 11,214

法人税、住民税及び事業税 220 386

法人税等還付税額 △147 －

法人税等調整額 6,201 2,150

法人税等合計 6,274 2,536

少数株主損益調整前当期純利益 4,956 8,677

少数株主利益 1,489 1,056

当期純利益 3,467 7,621
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,956 8,677

その他の包括利益 2,403 18,777

その他有価証券評価差額金 2,548 18,857

繰延ヘッジ損益 △144 △80

包括利益 7,360 27,455

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 5,839 26,431

少数株主に係る包括利益 1,521 1,023
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 29,249 29,249

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 29,249 29,249

資本剰余金

当期首残高 18,830 18,829

当期変動額

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 － △2,519

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2,504

当期変動額合計 △0 △15

当期末残高 18,829 18,813

利益剰余金

当期首残高 121,094 122,907

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,467 7,621

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △2,504

当期変動額合計 1,813 3,479

当期末残高 122,907 126,387

自己株式

当期首残高 △2,990 △2,987

当期変動額

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 9 7

自己株式の消却 － 2,519

当期変動額合計 2 506

当期末残高 △2,987 △2,480

株主資本合計

当期首残高 166,184 167,999

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,467 7,621

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 8 6

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 1,814 3,971

当期末残高 167,999 171,970
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 16,540 19,057

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,516 18,890

当期変動額合計 2,516 18,890

当期末残高 19,057 37,947

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △706 △850

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△144 △80

当期変動額合計 △144 △80

当期末残高 △850 △931

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 15,834 18,206

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,371 18,810

当期変動額合計 2,371 18,810

当期末残高 18,206 37,016

新株予約権

当期首残高 31 64

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33 36

当期変動額合計 33 36

当期末残高 64 100

少数株主持分

当期首残高 25,125 25,971

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 845 △19,313

当期変動額合計 845 △19,313

当期末残高 25,971 6,658

純資産合計

当期首残高 207,175 212,241

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,467 7,621

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 8 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,250 △466

当期変動額合計 5,065 3,504

当期末残高 212,241 215,745
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 11,231 11,214

減価償却費 6,154 5,859

減損損失 320 648

貸倒引当金の増減（△） △3,093 △173

退職給付引当金の増減額（△は減少） 730 461

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 10 33

偶発損失引当金の増減（△） △520 △106

資金運用収益 △61,862 △58,994

資金調達費用 5,685 4,654

有価証券関係損益（△） 1,039 △2,692

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 52 △550

為替差損益（△は益） 3,912 △23,686

固定資産処分損益（△は益） 106 55

貸出金の純増（△）減 △76,058 △113,173

預金の純増減（△） 160,321 140,727

譲渡性預金の純増減（△） 1,736 30,722

借用金の純増減（△） 36,414 17,317

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 1,194 21,364

コールローン等の純増（△）減 △7,991 11,445

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △11,843 33,968

外国為替（資産）の純増（△）減 123 △2,712

外国為替（負債）の純増減（△） △1 △8

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 120 330

資金運用による収入 65,773 65,015

資金調達による支出 △7,782 △5,749

その他 1,485 3,124

小計 127,260 139,097

法人税等の支払額 △566 △298

法人税等の還付額 － 268

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,693 139,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △462,591 △812,346

有価証券の売却による収入 284,745 677,208

有価証券の償還による収入 98,476 84,888

金銭の信託の増加による支出 △1,093 △2

金銭の信託の減少による収入 540 4,552

有形固定資産の取得による支出 △1,378 △2,380

有形固定資産の売却による収入 20 28

無形固定資産の取得による支出 △1,541 △1,474

その他 △36 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,859 △49,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

少数株主への払戻による支出 － △20,000

配当金の支払額 △1,652 △1,637

少数株主への配当金の支払額 △675 △337

自己株式の取得による支出 △7 △2,019

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,335 △23,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,503 65,566

現金及び現金同等物の期首残高 68,103 109,606

現金及び現金同等物の期末残高 109,606 175,173
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該当事項はありません。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当行における有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、従来、定率法を採用しておりま

したが、当連結会計年度から建物（建物附属設備を除く）については定額法に変更しております。

当行は、現在、平成23年４月からスタートした中期経営計画「ベスト・バリューＮＡＮＴＯ」に

沿って、地域に密着した営業展開によるお客さま満足の向上と収益力の強化に努めており、その一

環として店舗網の充実による、事業性融資取引を核とした「面」営業基盤の確立に取り組んでおり

ます。当行では、これに伴う店舗の新設、拡充及び改修等設備投資計画の立案を契機に、当連結会

計年度以降重要性が増すと考えられる建物（建物附属設備を除く）の減価償却方法を検討した結

果、当該建物は長期的かつ安定的に利用され、使用可能期間にわたり均等に費用を配分する定額法

のほうが定率法よりも使用実態を適切に期間損益に反映すると判断したため、当該会計方針の変更

を行ったものであります。 

なお、この変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

また、当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い当連結会計年度から、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産（リース資産を除く）のうち建物（建物附属設備を除く）以外について

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１ 報告セグメントの概要 

当行の報告セグメントは、当行グループ（当行及び連結子会社）の構成単位のうち分離された財務

情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検

討を行う対象となっているものであります。 

当行グループは銀行業務を中心に証券業務、リース業務、信用保証業務及びクレジットカード業務

などの金融サービスの提供を事業活動として行っております。 

従いまして、当行グループは金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀

行・証券業務」及び「リース業務」の２つを報告セグメントとしております。 

「銀行・証券業務」は銀行業及び証券業を、「リース業務」はリース業を行っております。 

  

  

２ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値でありま

す。 

セグメント間の内部収益は、第三者間取引価格に基づいております。 

  

（５）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)

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  
（単位：百万円）

 
(注) １  一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連

結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。 

２  「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、不動産賃貸・

管理業務、ソフトウエア開発等業務及びクレジットカード業務等を含んでおります。 

３  調整額は次のとおりであります。 

（1）外部顧客に対する経常収益の調整額334百万円は、主に「その他」の償却債権取立益であります。 

（2）セグメント利益の調整額141百万円は、セグメント間の取引消去であります。 

（3）セグメント資産の調整額△28,997百万円は、セグメント間の取引消去であります。 

（4）セグメント負債の調整額△28,328百万円は、セグメント間の取引消去であります。 

（5）減価償却費の調整額228百万円は、セグメント間の取引消去に伴うものであります。 

（6）資金運用収益の調整額△369百万円は、セグメント間の取引消去であります。 

（7）資金調達費用の調整額△429百万円は、セグメント間の取引消去であります。 

（8）税金費用の調整額71百万円は、セグメント間の取引消去に伴うものであります。 

（9）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△378百万円は、セグメント間の取引により発生したも

のであります。 

４  セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸表

計上額銀行・証券 
業務

リース業務 計

経常収益

外部顧客に対する
経常収益

79,685 6,754 86,440 2,101 88,541 334 88,875

セグメント間の
内部経常収益

457 1,166 1,623 2,858 4,482 △4,482 ─

計 80,143 7,920 88,063 4,959 93,023 △4,147 88,875

セグメント利益 9,899 250 10,150 1,629 11,779 141 11,921

セグメント資産 5,015,857 22,102 5,037,960 16,075 5,054,035 △28,997 5,025,037

セグメント負債 4,809,469 19,348 4,828,817 8,802 4,837,620 △28,328 4,809,291

その他の項目

減価償却費 5,241 313 5,555 76 5,631 228 5,859

資金運用収益 59,058 1 59,059 303 59,363 △369 58,994

資金調達費用 4,852 214 5,067 17 5,084 △429 4,654

特別利益 ― ― ― ― ― ─ ―

特別損失 493 0 494 212 706 ─ 706

税金費用 1,858 105 1,964 500 2,464 71 2,536

有形固定資産及び 
無形固定資産の 
増加額

3,750 422 4,173 60 4,233 △378 3,854
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（注）１  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

   
２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。 

 
  

該当事項はありません。 
  

  

(１株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 円 774.46

１株当たり当期純利益金額 円 28.01

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 27.99

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額 百万円 215,745

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 6,758

（うち新株予約権） 百万円 (100)

（うち少数株主持分） 百万円 (6,658)

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 208,987

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

千株 269,847

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 百万円 7,621

普通株主に帰属しない金額 百万円 ─

普通株式に係る当期純利益 百万円 7,621

普通株式の期中平均株式数 千株 271,994

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額 百万円 ─

普通株式増加数 千株 248

（うち新株予約権） 千株 (248)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

―

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

現金預け金 131,448 175,637

現金 42,137 42,560

預け金 89,311 133,077

コールローン 12,080 430

買入金銭債権 4,075 4,279

商品有価証券 400 322

商品国債 359 260

商品地方債 41 61

金銭の信託 25,000 21,000

有価証券 1,756,029 1,840,755

国債 1,131,155 1,053,481

地方債 205,386 198,405

社債 77,497 201,799

株式 73,346 81,495

その他の証券 268,643 305,573

貸出金 2,796,430 2,909,679

割引手形 23,639 21,810

手形貸付 93,559 79,969

証書貸付 2,365,552 2,487,227

当座貸越 313,679 320,672

外国為替 1,310 4,023

外国他店預け 1,121 3,941

買入外国為替 17 29

取立外国為替 171 52

その他資産 14,927 14,729

前払費用 316 255

未収収益 7,537 7,225

先物取引差入証拠金 34 －

金融派生商品 657 1,324

その他の資産 6,381 5,924

有形固定資産 39,162 39,232

建物 10,857 10,507

土地 24,538 24,113

リース資産 1,273 1,224

建設仮勘定 99 280

その他の有形固定資産 2,393 3,105

無形固定資産 7,737 5,700

ソフトウエア 6,182 4,899

リース資産 397 326

その他の無形固定資産 1,158 474

繰延税金資産 21,626 10,893

支払承諾見返 13,278 13,591

貸倒引当金 △24,425 △24,417

資産の部合計 4,799,083 5,015,857

㈱南 都 銀 行（8367）平成25年３月期決算短信

－16－



(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

預金 4,289,883 4,432,102

当座預金 109,497 109,732

普通預金 1,885,447 1,979,060

貯蓄預金 29,639 28,336

通知預金 3,313 2,873

定期預金 2,199,266 2,218,319

その他の預金 62,718 93,781

譲渡性預金 65,744 97,567

債券貸借取引受入担保金 104,266 138,235

借用金 77,110 74,083

借入金 77,110 74,083

外国為替 148 140

売渡外国為替 75 76

未払外国為替 73 63

社債 20,000 20,000

その他負債 31,204 19,564

未決済為替借 27 10

未払法人税等 0 －

未払費用 7,121 5,836

前受収益 859 780

従業員預り金 1,451 1,395

金融派生商品 3,737 6,834

リース債務 1,581 1,467

資産除去債務 404 425

その他の負債 16,021 2,814

退職給付引当金 12,053 12,492

睡眠預金払戻損失引当金 131 165

偶発損失引当金 1,633 1,526

支払承諾 13,278 13,591

負債の部合計 4,615,454 4,809,469

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,829 18,813

資本準備金 18,813 18,813

その他資本剰余金 15 －

利益剰余金 120,282 123,689

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 107,025 110,431

別途積立金 102,740 104,440

繰越利益剰余金 4,285 5,991

自己株式 △2,987 △2,480

株主資本合計 165,374 169,271

その他有価証券評価差額金 19,040 37,946

繰延ヘッジ損益 △850 △931

評価・換算差額等合計 18,189 37,015

新株予約権 64 100

純資産の部合計 183,628 206,388

負債及び純資産の部合計 4,799,083 5,015,857
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

経常収益 80,404 80,143

資金運用収益 61,945 59,058

貸出金利息 43,586 41,153

有価証券利息配当金 17,934 17,535

コールローン利息 103 86

買現先利息 16 12

預け金利息 70 35

その他の受入利息 235 234

役務取引等収益 9,900 9,899

受入為替手数料 2,875 2,769

その他の役務収益 7,025 7,129

その他業務収益 4,825 6,995

外国為替売買益 132 19

商品有価証券売買益 16 13

国債等債券売却益 4,486 6,961

国債等債券償還益 116 －

その他の業務収益 72 0

その他経常収益 3,733 4,189

貸倒引当金戻入益 1,152 －

償却債権取立益 892 746

株式等売却益 213 1,450

金銭の信託運用益 28 550

その他の経常収益 1,445 1,442

経常費用 71,225 70,243

資金調達費用 6,371 4,852

預金利息 4,330 3,345

譲渡性預金利息 89 83

コールマネー利息 1 0

債券貸借取引支払利息 341 268

借用金利息 728 290

社債利息 344 344

金利スワップ支払利息 465 449

その他の支払利息 69 70

役務取引等費用 4,320 4,199

支払為替手数料 567 510

その他の役務費用 3,753 3,689

その他業務費用 1,943 3,187

国債等債券売却損 1,422 2,890

金融派生商品費用 521 296

営業経費 51,706 49,437

その他経常費用 6,882 8,565

貸倒引当金繰入額 － 3,714

貸出金償却 2,148 1,518

株式等売却損 1,537 1,657

株式等償却 2,897 1,309

金銭の信託運用損 81 －

その他の経常費用 218 365

経常利益 9,178 9,899
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

特別利益 － －

特別損失 444 493

固定資産処分損 123 12

減損損失 320 480

税引前当期純利益 8,734 9,406

法人税、住民税及び事業税 90 80

法人税等調整額 5,328 1,778

法人税等合計 5,418 1,858

当期純利益 3,315 7,547
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 29,249 29,249

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 29,249 29,249

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 18,813 18,813

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,813 18,813

その他資本剰余金

当期首残高 16 15

当期変動額

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 － △2,519

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2,504

当期変動額合計 △0 △15

当期末残高 15 －

資本剰余金合計

当期首残高 18,830 18,829

当期変動額

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 － △2,519

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2,504

当期変動額合計 △0 △15

当期末残高 18,829 18,813

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 13,257 13,257

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,257 13,257

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 97,940 102,740

当期変動額

別途積立金の積立 4,800 1,700

当期変動額合計 4,800 1,700

当期末残高 102,740 104,440
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

繰越利益剰余金

当期首残高 7,424 4,285

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,315 7,547

別途積立金の積立 △4,800 △1,700

利益剰余金から資本剰余金への振
替

－ △2,504

当期変動額合計 △3,138 1,706

当期末残高 4,285 5,991

利益剰余金合計

当期首残高 118,621 120,282

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,315 7,547

別途積立金の積立 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △2,504

当期変動額合計 1,661 3,406

当期末残高 120,282 123,689

自己株式

当期首残高 △2,990 △2,987

当期変動額

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 9 7

自己株式の消却 － 2,519

当期変動額合計 2 506

当期末残高 △2,987 △2,480

株主資本合計

当期首残高 163,711 165,374

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,315 7,547

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 8 6

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 1,662 3,897

当期末残高 165,374 169,271
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 16,529 19,040

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,510 18,906

当期変動額合計 2,510 18,906

当期末残高 19,040 37,946

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △706 △850

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△144 △80

当期変動額合計 △144 △80

当期末残高 △850 △931

評価・換算差額等合計

当期首残高 15,823 18,189

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,366 18,826

当期変動額合計 2,366 18,826

当期末残高 18,189 37,015

新株予約権

当期首残高 31 64

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33 36

当期変動額合計 33 36

当期末残高 64 100

純資産合計

当期首残高 179,566 183,628

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △1,636

当期純利益 3,315 7,547

自己株式の取得 △7 △2,019

自己株式の処分 8 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,399 18,862

当期変動額合計 4,062 22,759

当期末残高 183,628 206,388
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６．その他 

 役員の異動（平成 25 年６月 27 日付） 

（１）代表者の異動 

該当ありません。 

（２）その他役員の異動 

    ①新任取締役候補 

河井
かわい

 重順
しげより

（現 個人営業部長） 

半田
はんだ

 隆
たか

雄
お

（現 経営管理部長） 

柴田
しばた

 順
のぶ

夫
お

（現 事務集中部長） 

    ②退任予定取締役 

取締役本店営業部長     三 橋
みつはし

 秀 光
ひであき

 

（南都信用保証株式会社 代表取締役社長に就任予定） 

取締役審査部長        箕輪
みのわ

  尚起
なおき

 

（監査役に就任予定） 

取締役バリュー開発部長   田村
たむら

  健 吉
たけよし

 

（一般財団法人南都経済研究所 理事長に就任予定） 

    ③新任監査役候補 

監査役（常  勤）    箕輪
みのわ

 尚起
なおき

（現 取締役審査部長） 

監査役（非常勤）   ※丸 森
まるもり

 康史
やすし

 

（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 
      代表取締役副社長 ） 

                                    ※は社外監査役 

    ④退任予定監査役 

監査役（常  勤）       堀 内
ほりうち

 保男
やすお

 

 

監査役（非常勤）       湊
みなと

   明 彦
あきひこ

（社外監査役） 
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