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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する四半期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第3四半期 23,222 3.7 3,097 △4.8 2,503 7.9

30年3月期第3四半期 22,390 △4.9 3,253 △23.9 2,319 △19.3

（注）包括利益 31年3月期第3四半期 △859百万円 （―％） 30年3月期第3四半期 4,266百万円 （226.1％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

31年3月期第3四半期 115.43 114.83

30年3月期第3四半期 106.99 106.49

(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月期第3四半期 1,952,908 107,423 5.4

30年3月期 1,964,467 109,103 5.5

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 107,198百万円 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 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

(4) 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3Q 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3Q 48,485 株 30年3月期 71,030 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 21,689,193 株 30年3月期3Q 21,677,892 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、生産の緩やかな増加により企業収益が改善するとともに、

設備投資が増加するなど緩やかな景気回復が続いております。 

 当地区におきましても、海外経済の緩やかな回復により、輸出や生産の増加などから、企業の設備投資が増加を

続けており、雇用や所得環境の改善から、個人消費も緩やかに持ち直しております。 

 金融情勢につきましては、日本銀行による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の継続により、長期金利はマイ

ナス0.01％～プラス0.16％の範囲で推移しました。また、翌日物金利は、マイナス0.08％～マイナス0.03％の範囲

で推移しました。 

 このような経済金融情勢の下、当第３四半期連結累計期間の当行グループの連結経営成績は次のとおりとなりま

した。 

 経常収益は、貸出金利息が減少したものの有価証券利息配当金、国債等債券売却益の増加などにより、前年同期

比８億32百万円増加の232億22百万円となりました。経常費用は、物件費を主体に経費が減少したものの国債等債

券売却損の増加などにより、前年同期比９億87百万円増加の201億24百万円となりました。その結果、経常利益は

前年同期比１億56百万円減少の30億97百万円となりましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は、減損損失の

減少などにより前年同期比１億84百万円増加し25億３百万円となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

 資産の部では、貸出金は、前年度末比67億円減少し、１兆2,965億円となりました。これは、個人のお客さま向

け融資が住宅資金等を中心に増加しましたが、中小企業等法人のお客さま向け融資が、資金需要の最も高まる年度

末と比較して、期中において返済等が進んだことによるものです。また有価証券は、運用環境が変化する中、国債

などの償還に対し再投資を抑制した結果、前年度末比571億円減少し4,984億円となりました。一方、負債の部で

は、預金は、個人のお客さまの残高が増加したものの法人のお客さまの残高が減少し、前年度末比13億円減少の１

兆7,635億円となりました。純資産の部では、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前年度末比16億円減

少し1,074億円となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成30年11月12日に公表の数値から変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成30年12月31日) 

資産の部 

現金預け金 67,330 112,401 

有価証券 555,578 498,428 

貸出金 1,303,315 1,296,542 

外国為替 7,988 7,055 

その他資産 11,887 19,453 

有形固定資産 19,359 19,291 

無形固定資産 2,722 2,239 

退職給付に係る資産 32 667 

繰延税金資産 564 347 

支払承諾見返 4,145 4,135 

貸倒引当金 △8,455 △7,653 

資産の部合計 1,964,467 1,952,908 

負債の部 

預金 1,764,852 1,763,514 

譲渡性預金 5,150 5,150 

債券貸借取引受入担保金 18,303 8,593 

借用金 30,519 35,218 

外国為替 28 4 

社債 5,000 5,000 

その他負債 18,255 16,115 

賞与引当金 660 333 

退職給付に係る負債 151 128 

睡眠預金払戻損失引当金 355 316 

偶発損失引当金 554 536 

繰延税金負債 4,824 3,887 

再評価に係る繰延税金負債 2,562 2,552 

支払承諾 4,145 4,135 

負債の部合計 1,855,363 1,845,485 

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 31,388 

自己株式 △205 △138 

株主資本合計 85,385 87,089 

その他有価証券評価差額金 18,728 15,133 

繰延ヘッジ損益 △318 △221 

土地再評価差額金 5,391 5,367 

退職給付に係る調整累計額 △304 △169 

その他の包括利益累計額合計 23,497 20,109 

新株予約権 220 224 

純資産の部合計 109,103 107,423 

負債及び純資産の部合計 1,964,467 1,952,908 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

経常収益 22,390 23,222 

資金運用収益 16,180 15,905 

（うち貸出金利息） 10,225 9,817 

（うち有価証券利息配当金） 5,847 5,931 

役務取引等収益 3,913 3,882 

その他業務収益 1,379 2,234 

その他経常収益 917 1,200 

経常費用 19,137 20,124 

資金調達費用 1,008 1,162 

（うち預金利息） 356 243 

役務取引等費用 1,492 1,572 

その他業務費用 1,454 2,750 

営業経費 14,180 13,751 

その他経常費用 1,001 887 

経常利益 3,253 3,097 

特別利益 37 77 

固定資産処分益 37 77 

特別損失 210 67 

固定資産処分損 17 24 

減損損失 193 43 

税金等調整前四半期純利益 3,080 3,107 

法人税、住民税及び事業税 515 74 

法人税等調整額 245 528 

法人税等合計 760 603 

四半期純利益 2,319 2,503 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,319 2,503 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 2,319 2,503 

その他の包括利益 1,947 △3,363 

その他有価証券評価差額金 1,756 △3,589 

繰延ヘッジ損益 △0 96 

退職給付に係る調整額 187 135 

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △6 

四半期包括利益 4,266 △859 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 4,266 △859 
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（３）四半期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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