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1. 平成28年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(注)前中間期の1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益は、前連結会計年度の期首に平成26年10月1日付の普通株式10株を1株
とする株式併合が行われたと仮定して算出しております。

(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－期末非支配株主持分)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。

(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 ％

28年3月期中間期 45,117 △3.2 10,602 13.3 8,862 4.8
27年3月期中間期 46,628 △7.4 9,355 35.2 8,451 56.7

（注）包括利益 28年3月期中間期 7,732百万円 （△28.5％） 27年3月期中間期 10,822百万円 （204.7％）

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

28年3月期中間期 120.58 67.31
27年3月期中間期 114.97 60.48

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期中間期 4,371,062 185,418 4.2
27年3月期 4,323,067 182,612 4.1
（参考）自己資本 28年3月期中間期 184,138百万円 27年3月期 181,334百万円

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

(注)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、
 後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

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

27年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 40.00 40.00

3. 平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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 91,000 △5.0 20,000 △13.3 16,000 △7.8 191.55



(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)前中間期の期中平均株式数(中間期)は、前連結会計年度の期首に平成26年10月1日付の普通株式10株を1株とする株式併合が行われたと仮定
して算出しております。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 28年3月期中間期 73,791,891 株 27年3月期 73,791,891 株
② 期末自己株式数 28年3月期中間期 295,814 株 27年3月期 293,066 株
③ 期中平均株式数（中間期） 28年3月期中間期 73,497,502 株 27年3月期中間期 73,505,178 株

（個別業績の概要）

1. 平成28年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成27年4月1日～平成27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。
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 ％

28年3月期中間期 41,192 △2.0 9,908 7.8 8,509 1.0
27年3月期中間期 42,072 △6.6 9,185 75.5 8,419 80.0

1株当たり中間純利益
円 銭

28年3月期中間期 115.78
27年3月期中間期 114.54

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期中間期 4,369,747 182,995 4.1
27年3月期 4,320,918 180,674 4.1
（参考）自己資本 28年3月期中間期 182,943百万円 27年3月期 180,619百万円

2. 平成28年3月期の個別業績予想（平成27年4月1日～平成28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
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外でありますが、この四半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す。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1．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。
2．本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するもので

す。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化し得ることにご留意ください。

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 82,000 △4.1 19,000 △14.6 15,500 △8.8 184.75



　　

（配当の状況）

　「種類株式の配当の状況」

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

 27年3月期

 28年3月期

 28年3月期(予想)
 （注）第一種優先株式については、市場金利に連動し配当額が決定されます。

第一種優先株式
年間配当金

円 銭

合  計第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末
円 銭 円 銭 円 銭

26.32 

26.78 

－ 0.00 

－ 0.00  26.78 

26.32 －

－

円 銭

期  末

【参考】指標算式
○　１株当たり予想当期純利益

　　 　予想親会社株主に帰属する当期純利益 － 予想優先株式配当金総額

　　　　予想期中平均普通株式数（除く自己株式）
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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 

①単体 

単体の経営成績は、資金利益が前年同期比２億 18 百万円減少、役務取引等利益が前年同期比４億 83

百万円減少したこと等から、国債等債券損益を除いた業務粗利益は前年同期比６億 54 百万円減少の 320

億 95 百万円となりました。一方、経費（除く臨時処理分・のれん償却）が前年同期比５億 31 百万円減

少したことから、コア業務純益は前年同期比１億22百万円減少の109億26百万円となりました。 

また、与信関係費用が前年同期比９億 86 百万円減少したこと等により、経常利益は前年同期比７億

23 百万円増加の 99 億８百万円、中間純利益は前年同期比 90 百万円増加の 85 億９百万円となりました。 

 

【単体】                                      (単位：百万円) 

        
27年中間期 

  
26年中間期 

 （参考） 

27年３月期      前年中間期比  

業務粗利益  32,095 △654 32,749   66,660 

(除く国債等債券損益) ( 32,095) (  △654) ( 32,749)  (  66,659)

 資金利益 29,318 △218 29,537   59,312 

 役務取引等利益 1,848 △483 2,331   5,740 

 その他業務利益 928  48 880   1,607 

 (うち国債等債券損益) (    －) (    －) (      －)  (       1)

経費(除く臨時処理分・のれん償却) △21,169 531 △21,700   △43,352 

実質業務純益 

(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前) 
10,926 △122 11,048   23,308 

 コア業務純益(除く国債等債券損益) 10,926 △122 11,048   23,306 

のれん償却額 △368 － △368   △736 

一般貸倒引当金繰入額① － △4,349 4,349   － 

業務純益 10,557 △4,471 15,029   22,571 

不良債権処理額② △312 4,880 △5,193   △668 

貸倒引当金戻入益③ 455 455 －   208 

 一般貸倒引当金繰入額 166 166 －   4,276 

 個別貸倒引当金繰入額 288 288 －   △4,068 

経常利益 9,908 723 9,185   22,266 

中間(当期)純利益 8,509 90 8,419   17,011 

         

与信関係費用(① + ② + ③) 142 986 △843   △459 

(注)１．損失又は減益には△を付しております。 

２．27 年中間期及び 27 年３月期においては、一般貸倒引当金繰入額と個別貸倒引当金繰入額の合計で取崩しとな

りましたので、その合計額を貸倒引当金戻入益に計上しております。
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②連結 

連結の経営成績は、主に単体の経営成績を反映し、経常利益は前年同期比 12 億 46 百万円増加の 106

億２百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比４億10百万円増加の88億62百万円となり

ました。 

 

【連結】                                      (単位：百万円) 

      
27年中間期 

  
26年中間期 

 （参考） 

27年３月期     前年中間期比  

連結粗利益 34,644 △708 35,353   72,217

営業経費 △23,134 602 △23,737   △47,296

与信関係費用 △402 1,470 △1,873   △2,496

経常利益 10,602 1,246 9,355   23,077

親会社株主に帰属する 

中間(当期)純利益 
8,862 410 8,451   17,354

(注)１．損失又は減益には△を付しております。 

２．企業結合に関する会計基準等の改正に伴い、26年中間期及び27年３月期については改正後の表示科目にて記載

しております。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

①総資産額、純資産額（連結） 

総資産額は前年度末比479億円増加の４兆3,710億円、純資産額は前年度末比28億円増加の1,854億

円となりました。 

主要な勘定としましては、預金が前年度末比 1,196 億円増加の３兆 8,646 億円、貸出金が前年度末比

771億円増加の３兆6,676億円となりました。 

 

②自己資本比率［国内基準］（連結・単体） 

連結自己資本比率は8.30％（前年度末比△0.02％ポイント）、単体自己資本比率は8.18％（前年度末

比△0.02％ポイント)となりました。 

 

③金融再生法開示債権（単体） 

金融再生法開示債権残高は、前年度末比 49 億円減少の 684 億円となり、開示債権比率は 1.84％（前

年度末比△0.18％ポイント）となりました。 

 

④有価証券の評価損益（連結） 

その他有価証券評価損益は、前年度末比17億円減少の139億円となりました。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

単体において、与信関係費用の減少等を見込んでいることから、平成27年５月13日に公表いたしま

した平成28年３月期通期の業績予想を、経常利益190億円（前回発表予想185億円）、当期純利益155

億円（前回発表予想150億円）に修正します。 

また、上記単体の要因を反映し、連結業績予想については、経常利益200億円（前回発表予想190億

円）、親会社株主に帰属する当期純利益160億円（前回発表予想150億円）に修正します。 

 

【単体】             (単位：億円)  【連結】                  (単位：億円) 

通期 前回予想 今回予想 増減  通期 前回予想 今回予想 増減

経常利益 185 190 5  経常利益 190 200 10

当期純利益 150 155 5  
親会社株主に帰属

する当期純利益 
150 160 10

 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（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は該当ありません。 

 

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

 （表示方法の変更） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げら

れた定め等を適用し、中間純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度につい

ては、中間連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 

 （追加情報） 

当行の連結子会社のうち、役員退職慰労金制度のある５社については、第１四半期連結会計期間中に

開催した取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、平成 27 年６月開催の定時

株主総会において、取締役及び監査役に対し、退職慰労金を打ち切り支給することを決議しました。こ

れにより、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当中間連結会計期間末の打ち切り支給未払分17百万

円を「その他負債」に含めて表示しております。 
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３．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27年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

現金預け金 304,955 243,963

コールローン及び買入手形 3,605 7,197

有価証券 305,011 301,966

貸出金 3,590,535 3,667,683

外国為替 7,231 9,883

その他資産 59,478 59,643

有形固定資産 28,977 53,294

無形固定資産 16,770 16,208

退職給付に係る資産 4,607 5,376

繰延税金資産 22,758 22,683

支払承諾見返 8,012 7,985

貸倒引当金 △28,877 △24,822

資産の部合計 4,323,067 4,371,062

負債の部

預金 3,744,976 3,864,633

譲渡性預金 105,410 70,108

コールマネー及び売渡手形 ― 29

借用金 179,755 139,560

外国為替 47 122

社債 58,200 58,200

その他負債 33,831 34,798

賞与引当金 2,516 2,466

退職給付に係る負債 6,073 5,998

役員退職慰労引当金 24 ―

睡眠預金払戻損失引当金 609 668

偶発損失引当金 580 653

繰延税金負債 7 9

再評価に係る繰延税金負債 408 408

支払承諾 8,012 7,985

負債の部合計 4,140,454 4,185,644

純資産の部

資本金 47,039 47,039

資本剰余金 94,163 94,163

利益剰余金 29,618 33,586

自己株式 △598 △602

株主資本合計 170,223 174,187

その他有価証券評価差額金 10,851 9,610

繰延ヘッジ損益 △67 △98

土地再評価差額金 814 814

退職給付に係る調整累計額 △487 △375

その他の包括利益累計額合計 11,110 9,951

新株予約権 55 51

非支配株主持分 1,223 1,228

純資産の部合計 182,612 185,418

負債及び純資産の部合計 4,323,067 4,371,062
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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26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

経常収益 46,628 45,117

資金運用収益 34,754 33,771

（うち貸出金利息） 32,681 31,654

（うち有価証券利息配当金） 1,118 1,138

役務取引等収益 7,820 7,381

その他業務収益 3,789 3,735

その他経常収益 264 228

経常費用 37,272 34,515

資金調達費用 4,644 3,877

（うち預金利息） 3,289 2,632

役務取引等費用 3,476 3,532

その他業務費用 2,888 2,833

営業経費 23,737 23,134

その他経常費用 2,525 1,136

経常利益 9,355 10,602

特別利益 48 6

固定資産処分益 39 2

新株予約権戻入益 9 3

特別損失 96 438

固定資産処分損 96 52

減損損失 0 386

税金等調整前中間純利益 9,307 10,169

法人税、住民税及び事業税 486 694

法人税等調整額 356 584

法人税等合計 843 1,278

中間純利益 8,464 8,891

非支配株主に帰属する中間純利益 13 29

親会社株主に帰属する中間純利益 8,451 8,862
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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26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

中間純利益 8,464 8,891

その他の包括利益 2,357 △1,159

その他有価証券評価差額金 2,264 △1,240

繰延ヘッジ損益 △7 △30

退職給付に係る調整額 100 112

中間包括利益 10,822 7,732

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 10,808 7,702

非支配株主に係る中間包括利益 13 29
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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 平成 26 年４月１日 至 平成 26 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 47,039 94,163 17,367 △589 157,981

会計方針の変更に 
よる累積的影響額 

 △868  △868

会計方針の変更を 
反映した当期首残高 

47,039 94,163 16,498 △589 157,112

当中間期変動額   

剰余金の配当  △4,310  △4,310

親会社株主に帰属 
する中間純利益 

 8,451  8,451

自己株式の取得  △2 △2

自己株式の処分  △0 0 0

土地再評価差額金の
取崩 

 26  26

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 ― △0 4,167 △1 4,165

当中間期末残高 47,039 94,163 20,666 △591 161,278

 

（単位：百万円） 

 その他の包括利益累計額 

新株 
予約権 

非支配 
株主持分 

純資産 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

土地再評
価差額金

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 4,939 △84 848 △1,457 4,246 70 1,183 163,480

会計方針の変更に 
よる累積的影響額 

    △868

会計方針の変更を 
反映した当期首残高 

4,939 △84 848 △1,457 4,246 70 1,183 162,611

当中間期変動額     

剰余金の配当     △4,310

親会社株主に帰属 
する中間純利益 

    8,451

自己株式の取得     △2

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の
取崩 

    26

株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額） 

2,264 △7 △26 100 2,330 △9 13 2,334

当中間期変動額合計 2,264 △7 △26 100 2,330 △9 13 6,500

当中間期末残高 7,203 △92 821 △1,356 6,576 60 1,196 169,111
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当中間連結会計期間（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 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 47,039 94,163 29,618 △598 170,223

当中間期変動額   

剰余金の配当  △4,894  △4,894

親会社株主に帰属 
する中間純利益 

 8,862  8,862

自己株式の取得  △3 △3

自己株式の処分  △0 0 0

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 － △0 3,967 △3 3,963

当中間期末残高 47,039 94,163 33,586 △602 174,187

 

（単位：百万円） 

   その他の包括利益累計額 

新株 
予約権 

非支配 
株主持分

純資産 
合計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

土地再評
価差額金

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 10,851 △67 814 △487 11,110 55 1,223 182,612

当中間期変動額   

剰余金の配当   △4,894

親会社株主に帰属 
する中間純利益 

  8,862

自己株式の取得   △3

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 

△1,240 △30 ― 112 △1,159 △3 5 △1,157

当中間期変動額合計 △1,240 △30 ― 112 △1,159 △3 5 2,805

当中間期末残高 9,610 △98 814 △375 9,951 51 1,228 185,418
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 平成26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 9,307 10,169

減価償却費 1,761 2,101

減損損失 0 386

のれん償却額 368 368

貸倒引当金の増減（△） △1,120 △4,055

投資損失引当金の増減額（△は減少） 80 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △49

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △664 △768

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △212 △74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 △24

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減
少）

65 59

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △46 73

資金運用収益 △34,754 △33,771

資金調達費用 4,644 3,877

有価証券関係損益（△） 61 108

為替差損益（△は益） △62 △0

固定資産処分損益（△は益） 56 50

貸出金の純増（△）減 △36,134 △77,148

預金の純増減（△） 116,059 119,656

譲渡性預金の純増減（△） △12,380 △35,302

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増
減（△）

82,471 △38,945

有利息預け金の純増（△）減 1,192 842

コールローン等の純増（△）減 △1,398 △3,592

コールマネー等の純増減（△） △47 29

外国為替（資産）の純増（△）減 △1,479 △2,651

外国為替（負債）の純増減（△） △2 75

資金運用による収入 35,036 34,084

資金調達による支出 △4,847 △3,668

その他 △1,154 △1,523

小計 156,765 △29,693

法人税等の支払額 △228 △264

法人税等の還付額 164 230

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,701 △29,727

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 △33,658 △12,868

有価証券の売却による収入 2,037 3,692

有価証券の償還による収入 16,815 10,326

有形固定資産の取得による支出 △1,654 △26,070

有形固定資産の売却による収入 291 317

無形固定資産の取得による支出 △290 △1,019

無形固定資産の売却による収入 0 0

その他 66 1,368

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,392 △24,253
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(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 平成26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出 － △1,250

配当金の支払額 △4,309 △4,892

非支配株主への配当金の支払額 － △24

自己株式の取得による支出 △2 △3

自己株式の処分による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,311 △6,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 62 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,060 △60,150

現金及び現金同等物の期首残高 171,526 299,815

現金及び現金同等物の中間期末残高 307,586 239,665
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（５）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。 

 

 

（セグメント情報） 

１．報告セグメントの概要 

当行グループの報告セグメントは、当行グループ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、当行の経営事項及び業務執行に関する 高意思決定機関である経営会議が、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す。 

当行グループは、当行に経営管理部門を置き、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスの

提供を事業活動として展開しております。なお、「銀行業」、「リース業」、「その他事業」を報告セグ

メントとしております。 

「銀行業」は、預金業務、貸出金業務、信用保証業務、為替業務を中心とした銀行業務を行ってお

ります。「リース業」は、リース業務を行っております。「その他事業」は、クレジットカード業務等

「銀行業」、「リース業」以外の金融サービス業務を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの利益又は損失、資産の金額に関する情報  

      (単位：百万円) 

  銀行業 リース業 その他事業 合計 

業務粗利益 ① 33,872 601 478  34,952 

経費 ② 21,684 472 497  22,654 

与信関係費用 ③ 636 △227 △6  402 

セグメント利益 ① - ② - ③ 11,551 356 △12  11,895 

セグメント資産  4,356,831 45,270 4,671  4,406,772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株)関西アーバン銀行(8545) 平成28年3月期 第2四半期(中間期)決算短信

- 12 -



 

 

３．報告セグメントの利益又は損失、資産の金額の合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

(１)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額 

                       （単位：百万円）   

利益 金額 

セグメント利益 

セグメント間取引消去 

株式等損益 

その他 

11,895 

△101 

△68 

△1,123 

中間連結損益計算書の経常利益 10,602 

（注）１．株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

（注）２．その他には、株式会社びわこ銀行との合併により生じたのれんの償却額△368百万円が含まれており 

ます。 

 

(２)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額 

                        （単位：百万円） 

資産 金額 

報告セグメント計 

セグメント間取引消去 

4,406,772 

△35,710 

中間連結貸借対照表の資産合計 4,371,062 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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４．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27年３月31日)

当中間会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

現金預け金 304,781 243,781

コールローン 3,605 7,197

有価証券 326,753 323,708

貸出金 3,605,829 3,686,169

外国為替 7,231 9,883

その他資産 19,330 17,534

その他の資産 19,330 17,534

有形固定資産 28,439 52,680

無形固定資産 16,659 16,111

前払年金費用 4,685 5,321

繰延税金資産 20,533 20,526

支払承諾見返 7,711 7,713

貸倒引当金 △24,642 △20,881

資産の部合計 4,320,918 4,369,747

負債の部

預金 3,752,822 3,873,712

譲渡性預金 124,010 88,608

コールマネー － 29

借用金 165,170 123,995

外国為替 47 122

社債 58,200 58,200

その他負債 22,747 24,780

未払法人税等 408 840

リース債務 3,246 3,316

資産除去債務 288 293

その他の負債 18,804 20,330

賞与引当金 2,450 2,400

退職給付引当金 5,485 5,459

睡眠預金払戻損失引当金 609 668

偶発損失引当金 580 653

再評価に係る繰延税金負債 408 408

支払承諾 7,711 7,713

負債の部合計 4,140,243 4,186,752
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当中間会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

資本金 47,039 47,039

資本剰余金 94,163 94,163

資本準備金 18,937 18,937

その他資本剰余金 75,225 75,225

利益剰余金 28,422 32,037

利益準備金 862 1,841

その他利益剰余金 27,560 30,196

繰越利益剰余金 27,560 30,196

自己株式 △598 △602

株主資本合計 169,027 172,638

その他有価証券評価差額金 10,851 9,610

繰延ヘッジ損益 △73 △119

土地再評価差額金 814 814

評価・換算差額等合計 11,592 10,305

新株予約権 55 51

純資産の部合計 180,674 182,995

負債及び純資産の部合計 4,320,918 4,369,747
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

経常収益 42,072 41,192

資金運用収益 34,163 33,221

（うち貸出金利息） 32,691 31,721

（うち有価証券利息配当金） 1,327 1,333

役務取引等収益 6,766 6,351

その他業務収益 880 928

その他経常収益 263 691

経常費用 32,887 31,284

資金調達費用 4,626 3,903

（うち預金利息） 3,290 2,633

役務取引等費用 4,434 4,503

営業経費 22,342 21,855

その他経常費用 1,484 1,022

経常利益 9,185 9,908

特別利益 48 6

特別損失 94 437

税引前中間純利益 9,139 9,477

法人税、住民税及び事業税 424 393

法人税等調整額 296 574

法人税等合計 720 968

中間純利益 8,419 8,509
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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 平成 26 年４月１日 至 平成 26 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 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 

繰越利益
剰余金 

当期首残高 47,039 18,937 75,225 94,163 ― 16,515 16,515 △589 157,129

会計方針の変更に 
よる累積的影響額 

 △871 △871 △871

会計方針の変更を 
反映した当期首 
残高 

47,039 18,937 75,225 94,163 ― 15,644 15,644 △589 156,258

当中間期変動額   

剰余金の配当  862 △5,172 △4,310 △4,310

中間純利益  8,419 8,419 8,419

自己株式の取得   △2 △2

自己株式の処分  △0 △0  0 0

土地再評価 
差額金の取崩 

 26 26 26

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 

― ― △0 △0 862 3,273 4,135 △1 4,133

当中間期末残高 47,039 18,937 75,225 94,163 862 18,918 19,780 △591 160,392

 

（単位：百万円） 

 評価・換算差額等 

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 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 4,939 △90 848 5,697 70 162,897

会計方針の変更に 
よる累積的影響額 

  △871

会計方針の変更を 
反映した当期首 
残高 

4,939 △90 848 5,697 70 162,026

当中間期変動額   

剰余金の配当   △4,310

中間純利益   8,419

自己株式の取得   △2

自己株式の処分   0

土地再評価 
差額金の取崩 

  26

株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額) 

2,264 △9 △26 2,228 △9 2,218

当中間期変動額 
合計 

2,264 △9 △26 2,228 △9 6,352

当中間期末残高 7,203 △99 821 7,925 60 168,378
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当中間会計期間（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 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 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 

繰越利益
剰余金 

当期首残高 47,039 18,937 75,225 94,163 862 27,560 28,422 △598 169,027

当中間期変動額   

剰余金の配当  978 △5,873 △4,894 △4,894

中間純利益  8,509 8,509 8,509

自己株式の取得   △3 △3

自己株式の処分  △0 △0  0 0

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 

― ― △0 △0 978 2,635 3,614 △3 3,611

当中間期末残高 47,039 18,937 75,225 94,163 1,841 30,196 32,037 △602 172,638

 

（単位：百万円） 

 評価・換算差額等 

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 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 10,851 △73 814 11,592 55 180,674

当中間期変動額   

剰余金の配当   △4,894

中間純利益   8,509

自己株式の取得   △3

自己株式の処分   0

株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額) 

△1,240 △45 ― △1,286 △3 △1,290

当中間期変動額 
合計 

△1,240 △45 ― △1,286 △3 2,320

当中間期末残高 9,610 △119 814 10,305 51 182,995

 

 

（４）中間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。 
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