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(百万円未満、小数点第１位未満は切捨て)

１．2020年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）
（１）連結経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する

中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期中間期 39,700 8.7 7,772 83.3 5,030 △22.8
2019年３月期中間期 36,500 △6.7 4,237 △47.3 6,518 8.4

(注) 包括利益 2020年３月期中間期 11,422百万円(△15.2％) 2019年３月期中間期 13,473百万円( △5.4％)
　

１株当たり
中間純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

円 銭 円 銭

2020年３月期中間期 154.28 154.15

2019年３月期中間期 199.97 199.80

　

（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 ％

2020年３月期中間期 5,803,752 299,977 5.1

2019年３月期 5,798,870 289,852 4.9
(参考) 自己資本 2020年３月期中間期 299,898百万円 2019年３月期 289,753百万円
　

(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。

　

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

2019年３月期 － 40.00 － 40.00 80.00

2020年３月期 － 40.00

2020年３月期(予想) － 40.00 80.00
　

(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
　

２. 配当金の内訳 2019年３月期第２四半期末 普通配当 35円00銭 記念配当 ５円00銭
2019年３月期末 普通配当 35円00銭 記念配当 ５円00銭
※ 記念配当は、いずれも創業140周年記念配当となります

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 76,700 △5.9 11,400 6.3 5,300 △52.5 162.54
　

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当中間期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

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) 2020年３月期中間期 33,025,656株 2019年３月期 33,025,656株

② 期末自己株式数 2020年３月期中間期 418,118株 2019年３月期 425,739株

③ 期中平均株式数（中間期） 2020年３月期中間期 32,603,903株 2019年３月期中間期 32,597,398株
　

　

(個別業績の概要)
１．2020年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2019年４月１日～2019年９月30日）
（１）個別経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

経常収益 経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期中間期 35,660 8.4 7,859 95.8 5,333 △18.0

2019年３月期中間期 32,872 △8.4 4,012 △48.8 6,510 7.2
　

１株当たり
中間純利益

円 銭

2020年３月期中間期 163.58

2019年３月期中間期 199.72
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期中間期 5,786,850 289,337 4.9

2019年３月期 5,782,222 278,982 4.8

(参考) 自己資本 2020年３月期中間期 289,258百万円 2019年３月期 278,883百万円
　

(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。

　

２．2020年３月期の個別業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）
　

(％表示は、対前期増減率)

経常収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 67,700 △8.0 11,200 9.1 5,400 △51.5 165.61
　

　

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外です。
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に

該当するため、第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

※ 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。

・2019年12月13日(金)…………機関投資家・アナリスト向け決算説明会

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。
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１．当中間決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当中間期の連結経営成績につきましては、当行単体において資金運用収益が増加したことに加え、株式等売却益

の増加によりその他経常収益が増加したことなどから経常収益は前年同期と比べ32億円増加して397億円となりま

した。

一方、経常費用につきましては、当行単体において営業経費及び株式等売却損の増加によりその他経常費用は増

加しましたが、国債等債券売却損の減少によりその他業務費用が減少したことなどから前年同期と比べ３億34百万

円減少して319億28百万円となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ35億34百万円増加して77億72百万円となりましたが、親会社株主に帰属

する中間純利益は前年同期に計上した退職給付制度改定益47億84百万円といった特殊要因がないため前年同期と比

べ14億88百万円減少して50億30百万円となり、これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は154円28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、有価証券利息配当金の増加により資金運用収益が増加したことや

株式等売却益の増加によりその他経常収益が増加したことなどから経常収益は前年同期と比べ27億87百万円増加し

て356億60百万円となりました。

一方、費用面では、営業経費及び株式等売却損の増加によりその他経常費用は増加しましたが、国債等債券売却

損の減少によりその他業務費用が減少したことなどから経常費用は前年同期と比べ10億59百万円減少して278億円

となりました。

この結果、経常利益は前年同期と比べ38億47百万円増加して78億59百万円となりましたが、中間純利益は前年同

期に計上した退職給付制度改定益47億84百万円といった特殊要因がないため前年同期と比べ11億76百万円減少して

53億33百万円となり、これにより、１株当たり中間純利益は163円58銭となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、預金は上半期中911億円増加して当中間期末残高は４兆9,951億円となり、譲渡性預金は上半期中12億円減

少して当中間期末残高は203億円となりました。

また、貸出金は上半期中36億円減少して当中間期末残高は３兆3,887億円となり、有価証券は上半期中871億円増

加して当中間期末残高は１兆5,199億円となりました。

なお、純資産額は上半期中101億円増加して当中間期末残高は2,999億円となり、これにより、連結ベースの１株

当たり純資産額は9,197円20銭となりました。また、当中間期末の国内基準による連結自己資本比率〔速報値〕は

９.７９％となりました。

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、個人預金や一般法人預金が増加したことから上半期中903億円増加して当中間期末残高は５兆78

億円となり、譲渡性預金は、一般法人からの預け入れが減少したことから上半期中12億円減少して当中間期末残高

は203億円となりました。

また、貸出金は、地方公共団体向け貸出や住宅ローンは増加しましたが、中小企業向け貸出等が減少したことか

ら前事業年度末比ほぼ横ばいで当中間期末残高は３兆4,053億円となりました。

有価証券は、国債は減少しましたが投資信託等のその他の証券が増加したことなどから上半期中872億円増加し

て当中間期末残高は１兆5,253億円となりました。

なお、純資産額は上半期中103億円増加して当中間期末残高は2,893億円となり、これにより、単体ベースの１株

当たり純資産額は8,870円91銭となりました。また、当中間期末の国内基準による単体自己資本比率〔速報値〕は

９.４６％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

当期（2020年３月期）の業績予想につきましては、次のとおり修正しております。

連結ベースの業績は、経常収益767億円（前期実績815億円）、経常利益114億円（前回発表予想133億円）及び親

会社株主に帰属する当期純利益53億円（前回発表予想90億円）をそれぞれ予想しております。

また、当行単体では、経常収益677億円（前期実績735億円）、経常利益112億円（前回発表予想130億円）、当期

純利益54億円（前回発表予想90億円）及び業務純益124億円（前回発表予想100億円）をそれぞれ予想しておりま

す。

詳細につきましては、本日（2019年11月８日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当中間連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

現金預け金 830,696 745,221

コールローン及び買入手形 388 －

買入金銭債権 3,514 2,479

商品有価証券 － 1

金銭の信託 34,070 34,300

有価証券 1,432,780 1,519,949

貸出金 3,392,321 3,388,707

外国為替 1,891 4,198

リース債権及びリース投資資産 19,838 22,316

その他資産 46,225 48,468

有形固定資産 41,183 40,851

無形固定資産 5,474 6,234

繰延税金資産 1,311 1,316

支払承諾見返 7,556 7,435

貸倒引当金 △18,382 △17,729

資産の部合計 5,798,870 5,803,752

負債の部

預金 4,904,027 4,995,147

譲渡性預金 21,622 20,331

コールマネー及び売渡手形 － 9,856

売現先勘定 42,601 48,285

債券貸借取引受入担保金 279,580 239,082

借用金 210,648 134,970

外国為替 260 210

信託勘定借 6,446 6,902

その他負債 19,665 21,986

退職給付に係る負債 11,152 11,301

睡眠預金払戻損失引当金 238 175

偶発損失引当金 853 775

特別法上の引当金 3 3

繰延税金負債 4,360 7,311

支払承諾 7,556 7,435

負債の部合計 5,509,018 5,503,775

純資産の部

資本金 37,924 37,924

資本剰余金 34,749 34,749

利益剰余金 181,077 184,795

自己株式 △1,776 △1,742

株主資本合計 251,974 255,726

その他有価証券評価差額金 38,687 45,009

繰延ヘッジ損益 △210 △202

退職給付に係る調整累計額 △698 △635

その他の包括利益累計額合計 37,778 44,171

新株予約権 98 79

純資産の部合計 289,852 299,977

負債及び純資産の部合計 5,798,870 5,803,752
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（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

経常収益 36,500 39,700

資金運用収益 22,980 24,234

（うち貸出金利息） 15,206 15,176

（うち有価証券利息配当金） 7,502 8,798

信託報酬 16 8

役務取引等収益 9,566 9,856

その他業務収益 1,949 2,010

その他経常収益 1,987 3,590

経常費用 32,262 31,928

資金調達費用 2,149 1,775

（うち預金利息） 339 272

役務取引等費用 4,892 5,144

その他業務費用 3,782 545

営業経費 20,331 21,679

その他経常費用 1,106 2,784

経常利益 4,237 7,772

特別利益 4,803 －

固定資産処分益 19 －

退職給付制度改定益 4,784 －

特別損失 45 304

固定資産処分損 4 73

減損損失 41 231

税金等調整前中間純利益 8,996 7,467

法人税、住民税及び事業税 714 2,604

法人税等調整額 1,763 △167

法人税等合計 2,477 2,437

中間純利益 6,518 5,030

親会社株主に帰属する中間純利益 6,518 5,030
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中間連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

中間純利益 6,518 5,030

その他の包括利益 6,954 6,392

その他有価証券評価差額金 3,616 6,321

繰延ヘッジ損益 47 7

退職給付に係る調整額 3,290 63

中間包括利益 13,473 11,422

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 13,473 11,422
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,924 34,749 172,353 △1,812 243,215

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,518 6,518

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △3 24 20

利益剰余金から

資本剰余金への振替
3 △3 －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － 5,374 21 5,396

当中間期末残高 37,924 34,749 177,728 △1,790 248,611

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 45,328 △282 △4,206 40,840 113 284,169

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,518

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 20

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,616 47 3,290 6,954 △11 6,943

当中間期変動額合計 3,616 47 3,290 6,954 △11 12,339

当中間期末残高 48,945 △234 △915 47,795 101 296,508
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当中間連結会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,924 34,749 181,077 △1,776 251,974

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,303 △1,303

親会社株主に帰属す

る中間純利益
5,030 5,030

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △8 36 28

利益剰余金から資本

剰余金への振替
8 △8 －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － 3,718 34 3,752

当中間期末残高 37,924 34,749 184,795 △1,742 255,726

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 38,687 △210 △698 37,778 98 289,852

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,303

親会社株主に帰属す

る中間純利益
5,030

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 28

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

6,321 7 63 6,392 △19 6,373

当中間期変動額合計 6,321 7 63 6,392 △19 10,125

当中間期末残高 45,009 △202 △635 44,171 79 299,977
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（４）中間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。

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

（会社分割）

当行は、2019年６月17日開催の取締役会において、関係当局の認可を条件として、当行の子会社の管理業務
の一部を会社分割（吸収分割）により当行の100％子会社である南都地所株式会社（現南都マネジメントサー
ビス株式会社）に承継することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。これに伴い、2019年９
月２日付で会社分割を行いました。

(1) 取引の概要

① 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：当行の子会社管理業務

事業の内容：子会社の運営にかかる指導、支援及び統括業務

② 企業結合日

2019年９月２日

③ 企業結合の法的形式

当行を吸収分割会社、南都地所株式会社（当行の連結子会社）を吸収分割承継会社とする吸収分割

④ 結合後企業の名称

南都地所株式会社

なお、2019年９月２日に「南都マネジメントサービス株式会社」に商号変更いたしました。

⑤ その他取引の概要に関する事項

南都地所株式会社（現南都マネジメントサービス株式会社）を中間持株会社とし、中間持株会社にお

いて子会社の業務計画策定支援等の経営管理指導業務や子会社の共通業務の集約化を行うこと（シェア

ードサービス）により当行グループ全体の金融サービスを一層効率化し、地域社会・経済の発展に資す

ることを目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に

基づき共通支配下の取引として処理しております。
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３．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当中間会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

現金預け金 830,237 744,759

コールローン 388 －

買入金銭債権 3,514 2,479

商品有価証券 － 1

金銭の信託 33,000 33,030

有価証券 1,438,113 1,525,318

貸出金 3,405,280 3,405,345

外国為替 1,891 4,198

その他資産 33,192 34,228

その他の資産 33,192 34,228

有形固定資産 39,689 39,393

無形固定資産 5,016 5,799

支払承諾見返 7,556 7,435

貸倒引当金 △15,658 △15,139

資産の部合計 5,782,222 5,786,850

負債の部

預金 4,917,515 5,007,841

譲渡性預金 21,622 20,331

コールマネー － 9,856

売現先勘定 42,601 48,285

債券貸借取引受入担保金 279,580 239,082

借用金 202,520 127,699

外国為替 260 210

信託勘定借 6,446 6,902

その他負債 9,628 11,335

未払法人税等 － 1,407

リース債務 1,520 1,424

資産除去債務 465 505

その他の負債 7,641 7,997

退職給付引当金 9,753 9,997

睡眠預金払戻損失引当金 238 175

偶発損失引当金 853 775

繰延税金負債 4,662 7,584

支払承諾 7,556 7,435

負債の部合計 5,503,239 5,497,512
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(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当中間会計期間
(2019年９月30日)

純資産の部

資本金 37,924 37,924

資本剰余金 27,488 27,488

資本準備金 27,488 27,488

利益剰余金 176,793 180,814

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 163,535 167,557

別途積立金 151,340 159,540

繰越利益剰余金 12,195 8,017

自己株式 △1,776 △1,742

株主資本合計 240,428 244,484

その他有価証券評価差額金 38,665 44,977

繰延ヘッジ損益 △210 △202

評価・換算差額等合計 38,454 44,774

新株予約権 98 79

純資産の部合計 278,982 289,337

負債及び純資産の部合計 5,782,222 5,786,850
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（２）中間損益計算書

(単位：百万円)
前中間会計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当中間会計期間
(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

経常収益 32,872 35,660

資金運用収益 23,442 24,745

（うち貸出金利息） 15,220 15,190

（うち有価証券利息配当金） 7,950 9,295

信託報酬 16 8

役務取引等収益 5,447 5,294

その他業務収益 1,949 1,954

その他経常収益 2,017 3,658

経常費用 28,860 27,800

資金調達費用 2,153 1,783

（うち預金利息） 339 272

役務取引等費用 2,282 2,244

その他業務費用 3,782 544

営業経費 19,736 20,637

その他経常費用 903 2,590

経常利益 4,012 7,859

特別利益 4,803 －

固定資産処分益 19 －

退職給付制度改定益 4,784 －

特別損失 45 304

固定資産処分損 4 73

減損損失 41 231

税引前中間純利益 8,770 7,555

法人税、住民税及び事業税 510 2,380

法人税等調整額 1,750 △158

法人税等合計 2,260 2,221

中間純利益 6,510 5,333
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 141,040 13,802 168,100

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

中間純利益 6,510 6,510

別途積立金の積立 10,300 △10,300 －

自己株式の取得

自己株式の処分 △3 △3

利益剰余金から資本

剰余金への振替
3 3 △3 △3

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － 10,300 △4,933 5,366

当中間期末残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 151,340 8,869 173,466

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,812 231,700 45,302 △282 45,019 113 276,833

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

中間純利益 6,510 6,510

別途積立金の積立 － －

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 24 20 20

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,608 47 3,656 △11 3,644

当中間期変動額合計 21 5,387 3,608 47 3,656 △11 9,032

当中間期末残高 △1,790 237,088 48,911 △234 48,676 101 285,866
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当中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 151,340 12,195 176,793

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,303 △1,303

中間純利益 5,333 5,333

別途積立金の積立 8,200 △8,200 －

自己株式の取得

自己株式の処分 △8 △8

利益剰余金から資本

剰余金への振替
8 8 △8 △8

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － 8,200 △4,178 4,021

当中間期末残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 159,540 8,017 180,814

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,776 240,428 38,665 △210 38,454 98 278,982

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,303 △1,303

中間純利益 5,333 5,333

別途積立金の積立 － －

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 36 28 28

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

6,311 7 6,319 △19 6,299

当中間期変動額合計 34 4,055 6,311 7 6,319 △19 10,355

当中間期末残高 △1,742 244,484 44,977 △202 44,774 79 289,337
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