
2021年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年11月12日

上 場 会 社 名 株式会社南都銀行 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8367 URL https://www.nantobank.co.jp/
代 表 者 (役職名) 取締役頭取 (氏名)橋本 隆史
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名)藏東 義典 (TEL)0742-27-1552
四半期報告書提出予定日 2020年11月26日 配当支払開始予定日 2020年12月７日
特定取引勘定設置の有無 無

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

(百万円未満、小数点第１位未満は切捨て)

１．2021年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期中間期 42,615 7.3 7,222 △7.0 5,358 6.5
2020年３月期中間期 39,700 8.7 7,772 83.3 5,030 △22.8

(注) 包括利益 2021年３月期中間期 22,191百万円( 94.2％) 2020年３月期中間期 11,422百万円(△15.2％)

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

2021年３月期中間期 164.29 164.15

2020年３月期中間期 154.28 154.15

（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 ％

2021年３月期中間期 6,187,932 275,948 4.4

2020年３月期 5,670,929 255,053 4.4
(参考) 自己資本 2021年３月期中間期 275,892百万円 2020年３月期 254,965百万円

(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

2020年３月期 － 40.00 － 40.00 80.00

2021年３月期 － 40.00

2021年３月期(予想) － 40.00 80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 78,800 △2.7 11,400 45.5 7,600 139.0 233.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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) 2021年３月期中間期 33,025,656株 2020年３月期 33,025,656株

② 期末自己株式数 2021年３月期中間期 406,715株 2020年３月期 418,964株

③ 期中平均株式数（中間期） 2021年３月期中間期 32,613,086株 2020年３月期中間期 32,603,903株

(個別業績の概要)
１．2021年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期中間期 37,801 6.0 7,151 △9.0 5,554 4.1

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

１株当たり
中間純利益

円 銭

2021年３月期中間期 170.30

2020年３月期中間期 163.58

（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 ％

2021年３月期中間期 6,170,860 265,452 4.3

2020年３月期 5,653,885 244,433 4.3

(参考) 自己資本 2021年３月期中間期 265,396百万円 2020年３月期 244,345百万円

(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。

２．2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021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 68,400 △5.0 11,500 54.4 8,000 140.6 245.30

※ 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。

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、経常収益は、当行単体において国債等債券売却益の増加によりその他

業務収益が増加したことなどから前年同期と比べ29億14百万円増加して426億15百万円となりました。

一方、経常費用につきましては、当行単体において国債等債券売却損等の増加によりその他業務費用が増加した

ことや、不良債権処理額等の増加によりその他経常費用が増加したことなどから前年同期と比べ34億63百万円増加

して353億92百万円となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ５億49百万円減少して72億22百万円となりました。また、親会社株主に

帰属する中間純利益は前年同期と比べ３億27百万円増加して53億58百万円となり、これにより、連結ベースの１株

当たり中間純利益は164円29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が増加したことな

どから経常収益は前年同期と比べ21億41百万円増加して378億１百万円となりました。

一方、費用面では、営業経費は減少しましたが、国債等債券売却損等の増加によりその他業務費用が増加したこ

とや、不良債権処理額等の増加によりその他経常費用が増加したことなどから経常費用は前年同期と比べ28億49百

万円増加して306億49百万円となりました。

この結果、経常利益は前年同期と比べ７億８百万円減少して71億51百万円となりました。また、中間純利益は前

年同期と比べ２億20百万円増加して55億54百万円となり、これにより、１株当たり中間純利益は170円30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3,621億円増加して当中間期末残高は５兆3,918億円となり、譲渡性預金は上半期中392億

円増加して当中間期末残高は465億円となりました。

また、貸出金は上半期中2,775億円増加して当中間期末残高は３兆7,348億円となり、有価証券は上半期中373億

円増加して当中間期末残高は１兆3,776億円となりました。

なお、純資産額は上半期中208億円増加して当中間期末残高は2,759億円となり、これにより、連結ベースの１株

当たり純資産額は8,458円05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

9.40％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、個人預金や法人預金が増加したことから上半期中3,617億円増加して当中間期末残高は５兆4,039

億円となり、譲渡性預金は、地方公共団体からの預け入れが増加したことから上半期中392億円増加して当中間期

末残高は465億円となりました。

また、貸出金は、中小企業向け貸出や住宅ローンが増加したことなどから上半期中2,786億円増加して当中間期

末残高は３兆7,558億円となりました。

有価証券は、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373億円増加して当中間期末残高は１

兆3,830億円となりました。

なお、純資産額は上半期中210億円増加して当中間期末残高は2,654億円となり、これにより、単体ベースの１株

当たり純資産額は8,136円27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

9.09％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（2021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788億円（前回発表予想730億円）、経常利益114億円（前回発表予想76億円）及

び親会社株主に帰属する当期純利益76億円（前回発表予想50億円）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684億円（前回発表予想628億円）、経常利益115億円（前回発表予想80億円）、

当期純利益80億円（前回発表予想56億円）及び業務純益132億円（前回発表予想87億円）をそれぞれ予想しており

ます。

詳細につきましては、本日（2020年11月12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
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 693,798 916,625

買入金銭債権 2,412 2,898

金銭の信託 39,470 40,111

有価証券 1,340,346 1,377,695

貸出金 3,457,276 3,734,836

外国為替 1,114 4,610

リース債権及びリース投資資産 25,072 25,124

その他資産 67,424 50,729

有形固定資産 39,183 38,624

無形固定資産 6,413 5,921

繰延税金資産 12,611 5,906

支払承諾見返 6,615 7,302

貸倒引当金 △20,810 △22,453

資産の部合計 5,670,929 6,187,932

負債の部

預金 5,029,759 5,391,880

譲渡性預金 7,370 46,596

コールマネー及び売渡手形 5,441 6,348

売現先勘定 42,475 27,539

債券貸借取引受入担保金 135,144 53,433

借用金 135,538 337,685

外国為替 155 373

信託勘定借 6,763 6,584

その他負債 33,432 21,079

退職給付に係る負債 11,842 11,912

睡眠預金払戻損失引当金 216 172

偶発損失引当金 1,101 1,058

特別法上の引当金 3 3

繰延税金負債 15 13

支払承諾 6,615 7,302

負債の部合計 5,415,875 5,911,984

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 181,640 185,682

自己株式 △1,745 △1,692

株主資本合計 252,569 256,663

その他有価証券評価差額金 3,357 19,860

繰延ヘッジ損益 △162 86

退職給付に係る調整累計額 △798 △718

その他の包括利益累計額合計 2,395 19,229

新株予約権 88 55

純資産の部合計 255,053 275,948

負債及び純資産の部合計 5,670,929 6,187,932
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

経常収益 39,700 42,615

資金運用収益 24,234 24,202

（うち貸出金利息） 15,176 15,672

（うち有価証券利息配当金） 8,798 8,250

信託報酬 8 4

役務取引等収益 9,856 10,730

その他業務収益 2,010 3,718

その他経常収益 3,590 3,958

経常費用 31,928 35,392

資金調達費用 1,775 710

（うち預金利息） 272 226

役務取引等費用 5,144 5,875

その他業務費用 545 3,237

営業経費 21,679 20,929

その他経常費用 2,784 4,639

経常利益 7,772 7,222

特別利益 － 17

固定資産処分益 － 17

特別損失 304 5

固定資産処分損 73 5

減損損失 231 －

税金等調整前中間純利益 7,467 7,234

法人税、住民税及び事業税 2,604 2,241

法人税等調整額 △167 △365

法人税等合計 2,437 1,876

中間純利益 5,030 5,358

親会社株主に帰属する中間純利益 5,030 5,358
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

中間純利益 5,030 5,358

その他の包括利益 6,392 16,833

その他有価証券評価差額金 6,321 16,503

繰延ヘッジ損益 7 249

退職給付に係る調整額 63 80

中間包括利益 11,422 22,191

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 11,422 22,191
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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 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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当中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020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 34,749 181,640 △1,745 252,569

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,304 △1,304

親会社株主に帰属す

る中間純利益
5,358 5,358

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △11 53 41

利益剰余金から資本

剰余金への振替
11 △11 －

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 － － 4,041 52 4,094

当中間期末残高 37,924 34,749 185,682 △1,692 256,663

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 3,357 △162 △798 2,395 88 255,053

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,304

親会社株主に帰属す

る中間純利益
5,358

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 41

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）

16,503 249 80 16,833 △32 16,800

当中間期変動額合計 16,503 249 80 16,833 △32 20,894

当中間期末残高 19,860 86 △718 19,229 55 275,948
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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。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収

束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

（重要な後発事象）

当行は、2020年９月17日に開催した取締役会において、当行が100％出資する子会社「南都キャピタルパート

ナーズ株式会社」の設立を決議し、2020年10月１日付で以下のとおり設立いたしました。

１ 目的

当行グループでは、お客さまの多様化するニーズへ迅速に対応し最適かつ高度なサービスを提供するため、
グループ一体となったコンサルティング営業の定着に取り組んでおります。

本子会社では、ファンドの組成や運営を手掛けお客さまに資本を提供することで、ベンチャー企業の育成や
事業承継・経営課題などへの解決に取り組むとともに、地域の活性化に資する事業会社を支援することを目的
としております。

２ 子会社の概要

（１）商号 南都キャピタルパートナーズ株式会社

（２）本店所在地 奈良県奈良市橋本町16番地（南都銀行本店内）

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堺 敦行

（４）事業内容 投資業

（５）設立年月日 2020年10月１日

（６）資本金 １億円

（７）株主 株式会社南都銀行（100％子会社）
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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
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 693,371 916,016

買入金銭債権 2,412 2,898

金銭の信託 38,000 38,141

有価証券 1,345,737 1,383,098

貸出金 3,477,147 3,755,815

外国為替 1,114 4,610

その他資産 52,922 35,947

その他の資産 52,922 35,947

有形固定資産 37,791 37,187

無形固定資産 6,089 5,609

繰延税金資産 10,929 4,272

支払承諾見返 6,615 7,302

貸倒引当金 △18,246 △20,038

資産の部合計 5,653,885 6,170,860

負債の部

預金 5,042,168 5,403,939

譲渡性預金 7,370 46,596

コールマネー 5,441 6,348

売現先勘定 42,475 27,539

債券貸借取引受入担保金 135,144 53,433

借用金 127,975 331,153

外国為替 155 373

信託勘定借 6,763 6,584

その他負債 23,734 10,450

未払法人税等 1,109 783

リース債務 1,281 1,060

資産除去債務 563 521

その他の負債 20,780 8,085

退職給付引当金 10,290 10,454

睡眠預金払戻損失引当金 216 172

偶発損失引当金 1,101 1,058

支払承諾 6,615 7,302

負債の部合計 5,409,452 5,905,408
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020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 177,500 181,738

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 164,243 168,481

別途積立金 159,540 160,240

繰越利益剰余金 4,703 8,241

自己株式 △1,745 △1,692

株主資本合計 241,168 245,458

その他有価証券評価差額金 3,340 19,852

繰延ヘッジ損益 △162 86

評価・換算差額等合計 3,177 19,938

新株予約権 88 55

純資産の部合計 244,433 265,452

負債及び純資産の部合計 5,653,885 6,170,860
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

経常収益 35,660 37,801

資金運用収益 24,745 24,717

（うち貸出金利息） 15,190 15,685

（うち有価証券利息配当金） 9,295 8,752

信託報酬 8 4

役務取引等収益 5,294 5,458

その他業務収益 1,954 3,632

その他経常収益 3,658 3,989

経常費用 27,800 30,649

資金調達費用 1,783 714

（うち預金利息） 272 226

役務取引等費用 2,244 2,312

その他業務費用 544 3,237

営業経費 20,637 19,871

その他経常費用 2,590 4,514

経常利益 7,859 7,151

特別利益 － 17

固定資産処分益 － 17

特別損失 304 5

固定資産処分損 73 5

減損損失 231 －

税引前中間純利益 7,555 7,163

法人税、住民税及び事業税 2,380 1,990

法人税等調整額 △158 △380

法人税等合計 2,221 1,609

中間純利益 5,333 5,554
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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 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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当中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020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 13,257 159,540 4,703 177,500

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,304 △1,304

中間純利益 5,554 5,554

別途積立金の積立 700 △700 －

自己株式の取得

自己株式の処分 △11 △11

利益剰余金から資本

剰余金への振替
11 11 △11 △11

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 － － － － － 700 3,537 4,237

当中間期末残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 160,240 8,241 181,738

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 △1,745 241,168 3,340 △162 3,177 88 244,433

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,304 △1,304

中間純利益 5,554 5,554

別途積立金の積立 － －

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 53 41 41

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）

16,512 249 16,761 △32 16,728

当中間期変動額合計 52 4,290 16,512 249 16,761 △32 21,018

当中間期末残高 △1,692 245,458 19,852 86 19,938 55 265,452
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