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1. 平成26年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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。  

(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 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期中間期 41,662 △11.2 9,480 109.4 5,396 40.7
25年3月期中間期 46,920 0.2 4,525 5.5 3,834 92.1

（注）包括利益 26年3月期中間期 9,855百万円 （―％） 25年3月期中間期 132百万円 （△71.5％）

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

26年3月期中間期 20.03 20.01
25年3月期中間期 13.98 13.97

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 5,066,310 224,099 4.2
25年3月期 5,025,037 215,745 4.1
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  216,887百万円 25年3月期  208,987百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00
26年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 12,900 8.2 7,000 △8.1 26.10



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期中間期 275,756,564 株 25年3月期 275,756,564 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 7,567,785 株 25年3月期 5,909,340 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 269,374,168 株 25年3月期中間期 274,126,289 株

（個別業績の概要） 

1. 平成26年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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。  

(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 ％

26年3月期中間期 37,800 △11.8 8,520 156.5 5,234 40.1
25年3月期中間期 42,858 2.6 3,321 17.0 3,734 100.2

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 19.43
25年3月期中間期 13.62

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 5,057,472 214,119 4.2
25年3月期 5,015,857 206,388 4.1
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  214,018百万円 25年3月期  206,287百万円

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、対前期増減率）

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
 この四半期（中間期）決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査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 
 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。 

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 11,300 14.1 6,800 △9.9 25.35
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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が減少した

ことでその他業務収益が減少したことなどから前年同期と比べ52億57百万円減少して416億62百万円と

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株式等償却が減少したことでその他経常費用が減少

したことに加え、営業経費が減少したことなどから前年同期と比べ102億12百万円減少して321億81百万

円となりました。 

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ49億54百万円増加して94億80百万円となり、また、中間純利

益も同じく15億61百万円増加して53億96百万円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は20円03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は増加しましたが貸出金利息の減

少により資金運用収益が減少したことや、国債等債券売却益が減少したことでその他業務収益が減少し

たことから経常収益は前年同期と比べ50億58百万円減少して378億円となりました。 

一方、費用面では、株式等償却が減少したことでその他経常費用が大幅に減少したことに加え、預金

利息や借用金利息等の減少により資金調達費用が減少したことや物件費を中心に営業経費が減少したこ

とから経常費用は前年同期と比べ102億56百万円減少して292億79百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年同期と比べ51億98百万円増加して85億20百万円となり、また、税引後の中

間純利益も同じく14億99百万円増加して52億34百万円となりました。 

これにより、１株当たり中間純利益は19円43銭となりました。 

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636億円増加して当中間期末残高は4兆4,817億円となりました。また、譲渡性

預金は上半期中278億円増加して当中間期末残高は1,243億円となりました。 

貸出金につきましては、上半期中77億円減少して当中間期末残高は2兆8,911億円となりました。 

一方、有価証券は上半期中614億円増加して当中間期末残高は1兆9,022億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中83億円増加して当中間期末残高は2,240億円となり、これにより、連結ベ

ースの１株当たり純資産額は808円71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10.90％［前期末10.66％］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、預金につきましては、金融商品・サービスの充実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、個人預金や一般法人預金が増加しましたので預金は上半期中614億円増加し

て当中間期末残高は4兆4,935億円となりました。 

また、譲渡性預金も一般法人及び地方公共団体からのお預け入れが増加したことから上半期中305億

円増加して当中間期末残高は1,281億円となりました。 

貸出金につきましては、地域密着型金融への取り組みを継続強化し中小企業等への円滑で安定した金

融サービスの提供に努めました。しかしながら、住宅ローンは増加を続けましたが、地方公共団体等向

け貸出が減少したことから貸出金は上半期中68億円減少して当中間期末残高は2兆9,028億円となりまし

た。 

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

（２）財政状態に関する説明
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一方、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、国債を中心に

上半期中614億円増加して当中間期末残高は1兆9,022億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中77億円増加して当中間期末残高は2,141億円となり、これにより、単体ベ

ースの１株当たり純資産額は798円01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10.40％［前期末10.16％］となりました。 

景気の現状につきましては緩やかに回復しており、金融環境はより緩和的な状況となっております。

 こうしたもとで、市場金利が低水準で推移して趨勢的に預貸金利ざやの縮小が続くなど収益環境は厳

しいものが予想されますが、当中間決算の実績も踏まえ与信関係費用の減少や営業経費の削減を見込む

ことから、本年５月13日に公表いたしました当期（平成26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、経常利益129億円（前回発表予想100億円）及び当期純利益70億円（前回発表予

想57億円）をそれぞれ予想しております。 

また、当行単体では、経常利益113億円（前回発表予想90億円）、当期純利益68億円（前回発表予想

55億円）及び業務純益103億円（前回発表予想117億円）をそれぞれ予想しております。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 175,662 169,112

コールローン及び買入手形 430 399

買入金銭債権 4,279 5,884

商品有価証券 322 409

金銭の信託 21,000 21,157

有価証券 1,840,741 1,902,207

貸出金 2,898,844 2,891,126

外国為替 4,023 1,590

リース債権及びリース投資資産 14,377 14,376

その他資産 20,746 19,524

有形固定資産 40,291 41,154

無形固定資産 6,066 5,744

繰延税金資産 13,018 7,906

支払承諾見返 13,591 12,646

貸倒引当金 △28,358 △26,930

資産の部合計 5,025,037 5,066,310

負債の部   

預金 4,418,137 4,481,755

譲渡性預金 96,467 124,349

コールマネー及び売渡手形 － 684

債券貸借取引受入担保金 138,235 122,123

借用金 81,100 41,616

外国為替 140 474

社債 20,000 20,000

その他負債 27,258 24,735

退職給付引当金 12,669 12,476

睡眠預金払戻損失引当金 165 136

偶発損失引当金 1,526 1,213

支払承諾 13,591 12,646

負債の部合計 4,809,291 4,842,211

純資産の部   

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,813 18,813

利益剰余金 126,387 130,971

自己株式 △2,480 △3,169

株主資本合計 171,970 175,865

その他有価証券評価差額金 37,947 41,778

繰延ヘッジ損益 △931 △757

その他の包括利益累計額合計 37,016 41,021

新株予約権 100 101

少数株主持分 6,658 7,110

純資産の部合計 215,745 224,099

負債及び純資産の部合計 5,025,037 5,066,310
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

経常収益 46,920 41,662

資金運用収益 29,178 28,727

（うち貸出金利息） 20,961 19,519

（うち有価証券利息配当金） 8,025 9,024

役務取引等収益 8,947 8,832

その他業務収益 6,100 1,258

その他経常収益 2,693 2,842

経常費用 42,394 32,181

資金調達費用 2,440 2,207

（うち預金利息） 1,771 1,581

役務取引等費用 4,405 4,359

その他業務費用 890 479

営業経費 25,618 23,672

その他経常費用 9,039 1,462

経常利益 4,525 9,480

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 44 6

固定資産処分損 44 6

税金等調整前中間純利益 4,481 9,474

法人税、住民税及び事業税 196 371

法人税等調整額 △203 3,244

法人税等合計 △7 3,615

少数株主損益調整前中間純利益 4,488 5,858

少数株主利益 654 462

中間純利益 3,834 5,396
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 4,488 5,858

その他の包括利益 △4,356 3,996

その他有価証券評価差額金 △4,247 3,822

繰延ヘッジ損益 △109 173

中間包括利益 132 9,855

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △522 9,400

少数株主に係る中間包括利益 654 454
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 29,249 29,249

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,249 29,249

資本剰余金   

当期首残高 18,829 18,813

当中間期変動額   

自己株式の処分 △1 △2

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2

当中間期変動額合計 △1 －

当中間期末残高 18,828 18,813

利益剰余金   

当期首残高 122,907 126,387

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,834 5,396

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △2

当中間期変動額合計 3,007 4,583

当中間期末残高 125,914 130,971

自己株式   

当期首残高 △2,987 △2,480

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 7 23

当中間期変動額合計 △2,008 △688

当中間期末残高 △4,996 △3,169

株主資本合計   

当期首残高 167,999 171,970

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,834 5,396

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 6 20

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当中間期変動額合計 997 3,895

当中間期末残高 168,996 175,865
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 該当事項はありません。 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 19,057 37,947

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,247 3,831

当中間期変動額合計 △4,247 3,831

当中間期末残高 14,809 41,778

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △850 △931

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△109 173

当中間期変動額合計 △109 173

当中間期末残高 △960 △757

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 18,206 37,016

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,356 4,004

当中間期変動額合計 △4,356 4,004

当中間期末残高 13,849 41,021

新株予約権   

当期首残高 64 100

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

15 0

当中間期変動額合計 15 0

当中間期末残高 80 101

少数株主持分   

当期首残高 25,971 6,658

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△19,682 452

当中間期変動額合計 △19,682 452

当中間期末残高 6,289 7,110

純資産合計   

当期首残高 212,241 215,745

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,834 5,396

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 6 20

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△24,023 4,458

当中間期変動額合計 △23,026 8,353

当中間期末残高 189,214 224,099

（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）
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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 
(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 175,637 169,100

コールローン 430 399

買入金銭債権 4,279 5,884

商品有価証券 322 409

金銭の信託 21,000 21,157

有価証券 1,840,755 1,902,221

貸出金 2,909,679 2,902,833

外国為替 4,023 1,590

その他資産 14,729 13,399

その他の資産 14,729 13,399

有形固定資産 39,232 40,030

無形固定資産 5,700 5,369

繰延税金資産 10,893 5,885

支払承諾見返 13,591 12,646

貸倒引当金 △24,417 △23,455

資産の部合計 5,015,857 5,057,472

負債の部   

預金 4,432,102 4,493,566

譲渡性預金 97,567 128,159

コールマネー － 684

債券貸借取引受入担保金 138,235 122,123

借用金 74,083 33,991

外国為替 140 474

社債 20,000 20,000

その他負債 19,564 18,075

リース債務 1,467 1,963

資産除去債務 425 421

その他の負債 17,672 15,690

退職給付引当金 12,492 12,281

睡眠預金払戻損失引当金 165 136

偶発損失引当金 1,526 1,213

支払承諾 13,591 12,646

負債の部合計 4,809,469 4,843,352
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,813 18,813

資本準備金 18,813 18,813

利益剰余金 123,689 128,111

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 110,431 114,853

別途積立金 104,440 107,840

繰越利益剰余金 5,991 7,013

自己株式 △2,480 △3,169

株主資本合計 169,271 173,005

その他有価証券評価差額金 37,946 41,769

繰延ヘッジ損益 △931 △757

評価・換算差額等合計 37,015 41,012

新株予約権 100 101

純資産の部合計 206,388 214,119

負債及び純資産の部合計 5,015,857 5,057,472
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

経常収益 42,858 37,800

資金運用収益 29,210 28,761

（うち貸出金利息） 20,995 19,554

（うち有価証券利息配当金） 8,023 9,023

役務取引等収益 4,961 4,930

その他業務収益 6,100 1,258

その他経常収益 2,586 2,850

経常費用 39,536 29,279

資金調達費用 2,645 2,201

（うち預金利息） 1,780 1,583

役務取引等費用 2,077 2,036

その他業務費用 890 479

営業経費 25,193 23,117

その他経常費用 8,728 1,445

経常利益 3,321 8,520

特別利益 － 0

特別損失 0 6

税引前中間純利益 3,320 8,514

法人税、住民税及び事業税 50 140

法人税等調整額 △464 3,140

法人税等合計 △414 3,280

中間純利益 3,734 5,234
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（３）中間株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 29,249 29,249

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,249 29,249

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 18,813 18,813

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,813 18,813

その他資本剰余金   

当期首残高 15 －

当中間期変動額   

自己株式の処分 △1 △2

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2

当中間期変動額合計 △1 －

当中間期末残高 14 －

資本剰余金合計   

当期首残高 18,829 18,813

当中間期変動額   

自己株式の処分 △1 △2

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 2

当中間期変動額合計 △1 －

当中間期末残高 18,828 18,813

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 13,257 13,257

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 13,257 13,257

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 102,740 104,440

当中間期変動額   

別途積立金の積立 1,700 3,400

当中間期変動額合計 1,700 3,400

当中間期末残高 104,440 107,840
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,285 5,991

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,734 5,234

別途積立金の積立 △1,700 △3,400

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △2

当中間期変動額合計 1,207 1,021

当中間期末残高 5,493 7,013

利益剰余金合計   

当期首残高 120,282 123,689

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,734 5,234

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

当中間期変動額合計 2,907 4,421

当中間期末残高 123,190 128,111

自己株式   

当期首残高 △2,987 △2,480

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 7 23

当中間期変動額合計 △2,008 △688

当中間期末残高 △4,996 △3,169

株主資本合計   

当期首残高 165,374 169,271

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,734 5,234

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 6 20

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当中間期変動額合計 897 3,733

当中間期末残高 166,271 173,005
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 19,040 37,946

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,247 3,823

当中間期変動額合計 △4,247 3,823

当中間期末残高 14,793 41,769

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △850 △931

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△109 173

当中間期変動額合計 △109 173

当中間期末残高 △960 △757

評価・換算差額等合計   

当期首残高 18,189 37,015

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,356 3,996

当中間期変動額合計 △4,356 3,996

当中間期末残高 13,832 41,012

新株予約権   

当期首残高 64 100

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

15 0

当中間期変動額合計 15 0

当中間期末残高 80 101

純資産合計   

当期首残高 183,628 206,388

当中間期変動額   

剰余金の配当 △827 △809

中間純利益 3,734 5,234

自己株式の取得 △2,016 △711

自己株式の処分 6 20

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,341 3,997

当中間期変動額合計 △3,443 7,731

当中間期末残高 180,184 214,119
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