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（百万円未満切捨て）

1. 平成31年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期中間期 15,002 5.0 2,118 9.2 1,667 28.2

30年3月期中間期 14,286 △20.5 1,938 △19.0 1,300 △18.7

（注）包括利益 31年3月期中間期 3,856百万円 （239.7％） 30年3月期中間期 1,135百万円 （―％）

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

31年3月期中間期 76.90 76.51

30年3月期中間期 59.97 59.70

(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 ％

31年3月期中間期 1,984,384 112,557 5.6

30年3月期 1,964,467 109,103 5.5

（参考）自己資本 31年3月期中間期 112,350百万円 30年3月期 108,883百万円

（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. 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

30年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

31年3月期 ― 20.00

31年3月期（予想） ― 20.00 40.00

（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. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 29,200 △1.8 4,500 △1.7 3,300 7.1 152.17

（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） 31年3月期中間期 21,745,958 株 30年3月期 21,745,958 株

② 期末自己株式数 31年3月期中間期 48,078 株 30年3月期 71,030 株

③ 期中平均株式数（中間期） 31年3月期中間期 21,684,920 株 30年3月期中間期 21,675,357 株

（個別業績の概要）

1. 平成31年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期中間期 14,573 5.4 1,963 9.7 1,561 29.4

30年3月期中間期 13,826 △21.2 1,788 △19.1 1,206 △20.4

1株当たり中間純利益
円 銭

31年3月期中間期 72.01

30年3月期中間期 55.66

(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 ％

31年3月期中間期 1,981,592 108,233 5.4

30年3月期 1,961,462 104,975 5.3

（参考）自己資本 31年3月期中間期 108,026百万円 30年3月期 104,754百万円

（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. 平成31年 3月期の個別業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 28,300 △1.8 4,200 2.0 3,100 11.7 142.95

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。

２．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およ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。

３．業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．２「１．当中間期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照くださ
い。



【添付資料】

１．当中間期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．中間連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………… 3

（１）中間連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………… 3

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …………………………………………………………… 4

（中間連結損益計算書） ………………………………………………………………………………………… 4

（中間連結包括利益計算書） …………………………………………………………………………………… 5

（３）中間連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………… 6

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………… 8

（５）中間連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………… 10

３．中間財務諸表及び主な注記（個別） ………………………………………………………………………………… 11

（１）中間貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… 11

（２）中間損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… 13

（３）中間株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………… 14

（４）中間財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 16

※平成31年３月期 第２四半期決算説明資料

株式会社中京銀行(8530) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

－ 1 －





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 

(平成30年３月31日) 
当中間連結会計期間 
(平成30年９月30日) 

資産の部    

現金預け金 67,330 104,031 

有価証券 555,578 537,263 

貸出金 1,303,315 1,306,238 

外国為替 7,988 6,610 

その他資産 11,887 10,656 

有形固定資産 19,359 19,300 

無形固定資産 2,722 2,370 

退職給付に係る資産 32 457 

繰延税金資産 564 357 

支払承諾見返 4,145 4,717 

貸倒引当金 △8,455 △7,618 

資産の部合計 1,964,467 1,984,384 

負債の部    

預金 1,764,852 1,782,997 

譲渡性預金 5,150 5,150 

債券貸借取引受入担保金 18,303 12,012 

借用金 30,519 34,018 

外国為替 28 16 

社債 5,000 5,000 

その他負債 18,255 17,649 

賞与引当金 660 703 

退職給付に係る負債 151 134 

睡眠預金払戻損失引当金 355 327 

偶発損失引当金 554 552 

繰延税金負債 4,824 5,984 

再評価に係る繰延税金負債 2,562 2,562 

支払承諾 4,145 4,717 

負債の部合計 1,855,363 1,871,827 

純資産の部    

資本金 31,844 31,844 

資本剰余金 23,994 23,994 

利益剰余金 29,751 30,962 

自己株式 △205 △137 

株主資本合計 85,385 86,664 

その他有価証券評価差額金 18,728 20,758 

繰延ヘッジ損益 △318 △249 

土地再評価差額金 5,391 5,391 

退職給付に係る調整累計額 △304 △214 

その他の包括利益累計額合計 23,497 25,686 

新株予約権 220 206 

純資産の部合計 109,103 112,557 

負債及び純資産の部合計 1,964,467 1,984,384 

 

株式会社中京銀行(8530) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

－ 3 －



（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29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

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

経常収益 14,286 15,002 

資金運用収益 10,546 10,574 

（うち貸出金利息） 6,832 6,575 

（うち有価証券利息配当金） 3,640 3,896 

役務取引等収益 2,609 2,639 

その他業務収益 436 1,023 

その他経常収益 694 765 

経常費用 12,348 12,884 

資金調達費用 672 781 

（うち預金利息） 245 166 

役務取引等費用 982 1,045 

その他業務費用 401 1,185 

営業経費 9,650 9,378 

その他経常費用 640 493 

経常利益 1,938 2,118 

特別利益 37 － 

固定資産処分益 37 － 

特別損失 207 19 

固定資産処分損 14 18 

減損損失 193 0 

税金等調整前中間純利益 1,767 2,099 

法人税、住民税及び事業税 385 137 

法人税等調整額 82 294 

法人税等合計 467 431 

中間純利益 1,300 1,667 

親会社株主に帰属する中間純利益 1,300 1,667 
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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29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

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

中間純利益 1,300 1,667 

その他の包括利益 △164 2,188 

その他有価証券評価差額金 △263 2,030 

繰延ヘッジ損益 △28 69 

退職給付に係る調整額 123 90 

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △1 

中間包括利益 1,135 3,856 

（内訳）    

親会社株主に係る中間包括利益 1,135 3,856 
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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29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30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 1,767 2,099 

減価償却費 963 877 

減損損失 193 0 

持分法による投資損益（△は益） △9 △23 

貸倒引当金の増減（△） △534 △837 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 43 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △424 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △270 112 

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △34 △28 

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 46 △1 

資金運用収益 △10,546 △10,574 

資金調達費用 672 781 

有価証券関係損益（△） △724 △700 

為替差損益（△は益） △248 △3,957 

固定資産処分損益（△は益） △22 18 

貸出金の純増（△）減 △6,298 △2,923 

預金の純増減（△） 28,865 18,144 

譲渡性預金の純増減（△） 5,150 － 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減

（△） 
△79 3,499 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △202 △279 

コールマネー等の純増減（△） △15,000 － 

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） － △6,290 

外国為替（資産）の純増（△）減 38 1,377 

外国為替（負債）の純増減（△） 16 △12 

その他の資産の増減額（△は増加） △387 2,345 

その他の負債の増減額（△は減少） △6,463 △2,889 

資金運用による収入 6,682 6,704 

資金調達による支出 △815 △744 

小計 2,753 6,317 

法人税等の支払額 △638 △343 

法人税等の還付額 163 188 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,278 6,162 

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 △46,350 △49,800 

有価証券の売却による収入 14,289 30,973 

有価証券の償還による収入 42,733 46,565 

投資活動としての資金運用による収入 3,295 3,735 

有形固定資産の取得による支出 △444 △110 

有形固定資産の売却による収入 70 － 

無形固定資産の取得による支出 △194 △166 

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,399 31,198 

 

株式会社中京銀行(8530) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

－ 8 －



 

    (単位：百万円) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー    

劣後特約付社債の償還による支出 △10,000 － 

財務活動としての資金調達による支出 △94 △28 

配当金の支払額 △433 △433 

自己株式の取得による支出 △2 △6 

自己株式の売却による収入 30 50 

リース債務の返済による支出 △522 △480 

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,021 △898 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 △41 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,613 36,421 

現金及び現金同等物の期首残高 45,893 66,831 

現金及び現金同等物の中間期末残高 50,506 103,252 
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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。
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３．中間財務諸表及び主な注記（個別）

（１）中間貸借対照表

    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成30年３月31日) 
当中間会計期間 

(平成30年９月30日) 

資産の部    

現金預け金 67,326 103,990 

有価証券 555,089 536,754 

貸出金 1,304,403 1,307,334 

外国為替 7,988 6,610 

その他資産 7,677 6,648 

その他の資産 7,677 6,648 

有形固定資産 19,474 19,420 

無形固定資産 2,681 2,332 

前払年金費用 377 679 

支払承諾見返 4,127 4,702 

貸倒引当金 △7,682 △6,878 

資産の部合計 1,961,462 1,981,592 

負債の部    

預金 1,773,096 1,790,747 

譲渡性預金 5,150 5,150 

債券貸借取引受入担保金 18,303 12,012 

借用金 30,519 34,018 

外国為替 28 16 

社債 5,000 5,000 

その他負債 11,288 11,429 

未払法人税等 361 227 

リース債務 2,210 1,949 

資産除去債務 108 109 

その他の負債 8,607 9,143 

賞与引当金 638 676 

退職給付引当金 39 28 

睡眠預金払戻損失引当金 355 327 

偶発損失引当金 554 552 

繰延税金負債 4,824 6,136 

再評価に係る繰延税金負債 2,562 2,562 

支払承諾 4,127 4,702 

負債の部合計 1,856,487 1,873,359 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成30年３月31日) 
当中間会計期間 

(平成30年９月30日) 

純資産の部    

資本金 31,844 31,844 

資本剰余金 23,184 23,184 

資本準備金 23,184 23,184 

利益剰余金 26,151 27,255 

利益準備金 2,988 3,075 

その他利益剰余金 23,162 24,180 

固定資産圧縮積立金 122 119 

別途積立金 11,000 11,000 

繰越利益剰余金 12,040 13,060 

自己株式 △205 △137 

株主資本合計 80,975 82,147 

その他有価証券評価差額金 18,705 20,736 

繰延ヘッジ損益 △318 △249 

土地再評価差額金 5,391 5,391 

評価・換算差額等合計 23,779 25,879 

新株予約権 220 206 

純資産の部合計 104,975 108,233 

負債及び純資産の部合計 1,961,462 1,981,592 
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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29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

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

経常収益 13,826 14,573 

資金運用収益 10,516 10,548 

（うち貸出金利息） 6,803 6,548 

（うち有価証券利息配当金） 3,640 3,897 

役務取引等収益 2,323 2,322 

その他業務収益 333 961 

その他経常収益 653 741 

経常費用 12,038 12,610 

資金調達費用 672 779 

（うち預金利息） 245 166 

役務取引等費用 1,107 1,166 

その他業務費用 401 1,185 

営業経費 9,305 9,028 

その他経常費用 550 450 

経常利益 1,788 1,963 

特別利益 37 － 

特別損失 207 19 

税引前中間純利益 1,618 1,943 

法人税、住民税及び事業税 328 104 

法人税等調整額 83 277 

法人税等合計 411 382 

中間純利益 1,206 1,561 
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（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（個別））

該当事項はありません。
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    ※ 本表の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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３．不良債権の開示基準別残高【 単  体 】

（単位：百万円）

債権区分 保全率 開示区分

355 354

〈 261 〉 9,373 〈 260 〉

9,017 〈 5,941 〉

〈 5,679 〉 20,570

〈 17,237 〉

３ヵ月以上
延滞債権

28

貸出条件
緩和債権

5,311

26,360 26,265

〈 22,927 〉 〈 22,837 〉

要管理先
以外の

要注意先
86,240

1.98 % 2.00 %
〈 1.72 % 〉 〈 1.75 % 〉

〈 〉 〈 〉

（注）当行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の開示債権額を＜ ＞内に記載しております。

4,032

1,671

140

5,844

2,333

16,030

11,647 8,355

合 計
1,333,593

合 計
1,333,593

1,330,161 1,330,161

46.35%

正常先 1,218,660

総与信：貸出金および貸出金に準ずる債権(銀行保証付私募債、
  外国為替、未収利息、貸出金に準ずる仮払金、支払承諾見返)

保全率：(担保・保証等による保全額＋引当額)÷債権区分毎の金額

要

注

意

先

合 計小 計 82.99%

破綻懸念先 86.09%

正常債権 1,307,233

金融再生法開示債権（小計）
の総与信に占める割合
＜＞内は、部分直接償却実施後

リスク管理債権
の総貸出金に占める割合
＜＞内は、部分直接償却実施後

要管理先 7,672

要管理債権 5,339

引当額

破綻先
破産更生債権
及びこれらに
準ずる債権

破綻先債権

5,340 100.00%

実質破綻先

延滞債権

残 高

11,647 危険債権

自己査定結果
（対象債権：総与信）

金融再生法開示債権
（対象債権：総与信、要管理債権は貸出金のみ）

リスク管理債権
（対象債権：貸出金）

債務者区分 与信残高 与信残高
担保・保証に
よる保全額
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