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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 87,206 3.4 27,242 85.7 18,125 138.4
24年3月期 84,327 △3.3 14,666 30.4 7,602 14.5

（注）包括利益 25年3月期 27,750百万円 （41.4％） 24年3月期 19,622百万円 （101.7％）

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 24.31 19.49 11.1 0.7 31.2
24年3月期 9.67 7.56 5.1 0.4 17.4

（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 3,927,469 190,604 4.8 235.27
24年3月期 3,854,842 183,034 4.7 201.64

（参考） 自己資本   25年3月期  188,185百万円 24年3月期  180,785百万円

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 △80,255 136,539 △23,180 118,043
24年3月期 173,867 △200,668 △4,542 84,887

2.  配当の状況 

（注１）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当状況を記載しております。当社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、「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 
（注２）当社は、株主総会及び種類株主総会の承認並びに監督官庁の認可等を前提に、平成25年10月１日を効力発生日として、当社子会社である株式会社紀
    陽銀行を存続会社とする合併契約を締結いたしましたので、平成26年３月期（予想）配当については、株式会社紀陽銀行による予想配当額を記載してお 
    ります。 
    なお、当該合併では、当社株式10株につき紀陽銀行株式１株を割り当てることを予定しておりますので、１株当たりの配当金額は30円を予定しておりま 
    す。 
    詳細につきましては、本日開示しております「当社連結子会社株式会社紀陽銀行との合併契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00 2,213 31.0 1.6
25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 2,191 12.3 1.4
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 30.00 30.00 26.7

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）

（注）当社は、株主総会及び種類株主総会の承認並びに監督官庁の認可等を前提に、平成25年10月１日を効力発生日として、当社子会社である株式会社紀陽
   銀行を存続会社とする合併契約を締結いたしましたので、平成26年３月期の通期連結業績予想については、株式会社紀陽銀行の連結業績予想を記載し 
   ております。 
   なお、通期の１株当たり当期純利益の予想にあたっては、当該合併において当社株式10株につき紀陽銀行株式１株を割り当てる予定としていることを勘案
   しております。 
   詳細につきましては、本日開示しております「当社連結子会社株式会社紀陽銀行との合併契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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

第2四半期(累計) 37,200 △6.4 6,100 △16.8 3,900 △3.6 5.34
通期 75,200 △13.8 11,500 △57.8 8,200 △54.8 112.27



※  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】１４ページ「４．連結財務諸表（６）会計方針の変更・会計上の見積りの変更」をご覧下さい。 

(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】１６ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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  ： 無
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 745,017,053 株 24年3月期 745,017,053 株
② 期末自己株式数 25年3月期 14,650,748 株 24年3月期 7,132,952 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 735,333,749 株 24年3月期 735,161,622 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 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 3,549 △0.9 3,116 1.5 3,118 1.4 4,373 42.4
24年3月期 3,581 △1.7 3,069 △3.9 3,075 △3.7 3,071 △3.7

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 5.60 4.70
24年3月期 3.50 3.05

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 121,834 121,370 99.6 143.79
24年3月期 137,914 137,172 99.5 142.54

（参考） 自己資本 25年3月期  121,370百万円 24年3月期  137,172百万円

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）

（注）当社は、株主総会及び種類株主総会の承認並びに監督官庁の認可等を前提に、平成25年10月１日を効力発生日として、当社子会社である株式会社紀陽
   銀行を存続会社とする合併契約を締結いたしましたので、平成26年３月期の通期個別業績予想については記載しておりません。 
   詳細につきましては、本日開示しております「当社連結子会社株式会社紀陽銀行との合併契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、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
の監査手続き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、当社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。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

営業収益 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,200 △7.2 2,900 △9.9 2,900 △9.9 2,900 △35.2 3.97
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



（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。

第４回第一種優先株式

24年3月期
25年3月期
26年3月期（予想）

（注） １．第４回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。
２．26年３月期については、当社が自己株式として全株式の取得を予定しているため、予想額を記載しておりません。詳細に
　　つきましては、本日開示しております「自己株式（優先株式）取得枠の設定ならびに資本準備金の一部をその他資本剰余
　　金に振り替えることに関するお知らせ」をご覧ください。

１株当たり配当金

　　　　円 　銭 　　　　円 　銭 　　　　円　 銭 　　　　円 　銭 　　　　円 　銭
第1四半期末 第2四半期末 期末 合計

　－

　     11   00　     11   00

　－　－　－

　      0   00
　－ 　      0   00 　－

　－

　－ 　－

配当金総額
（合計）

　　　　百万円

495              
　     11   00 　     11   00 253              

第3四半期末

　－
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