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1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注１）「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。 

（注２）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 

(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 ％

25年3月期中間期 24,531 △2.9 4,970 △7.3 2,819 △19.0
24年3月期中間期 25,271 △8.3 5,367 △14.2 3,483 5.8

（注）包括利益 25年3月期中間期 2,662百万円 （△14.5％） 24年3月期中間期 3,115百万円 （△6.8％）

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

25年3月期中間期 137.42 137.16
24年3月期中間期 168.32 168.14

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

25年3月期中間期 1,866,760 121,492 6.3 13.01
24年3月期 1,864,838 120,155 6.2 12.95
（参考） 自己資本   25年3月期中間期  117,618百万円 24年3月期  116,566百万円

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

24年3月期 ― 32.50 ― 32.50 65.00
25年3月期 ― 32.50
25年3月期（予想） ― 32.50 65.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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  ：  無   

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 9,900 △5.2 5,500 △7.9 268.65



(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 

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当するものであります。 
  詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報(その他)に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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   ：  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月期中間期 21,000,000 株 24年3月期 21,400,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期中間期 571,564 株 24年3月期 771,275 株
③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 20,515,986 株 24年3月期中間期 20,694,878 株

（個別業績の概要） 

1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注１）「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。 

（注２）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 

(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 ％

25年3月期中間期 18,364 △1.2 4,092 △6.8 2,566 △19.4
24年3月期中間期 18,592 △9.7 4,394 △20.0 3,185 7.0

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 125.07
24年3月期中間期 153.91

総資産 純資産 自己資本比率
単体自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

25年3月期中間期 1,851,600 112,935 6.0 12.28
24年3月期 1,849,806 112,083 6.0 12.25
（参考） 自己資本 25年3月期中間期  112,777百万円 24年3月期  111,978百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25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、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いません。 

※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 8,700 3.6 5,200 1.5 254.00
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１．当中間期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成 24 年度上半期の国内景況は、東日本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回復基調を辿っ

ていたものの、期中後半における海外経済の減速等の影響から、全体として足踏み感がみられる状

況となりました。企業活動の面では、政策効果等から国内での自動車販売が堅調に推移するも、輸

出や生産に一部弱含む動きがみられました。また、個人消費についても概ね横ばいとなりました。 

  県内景況をみると、個人消費関連については、地デジ関連需要の反動減による家電販売の減少や

台風の影響等による衣料品販売の減少があったものの、食料品販売が堅調であることやエコカー補

助金制度の復活等により新車登録台数が前年同期を上回ったことなどから概ね横ばいで推移しまし

た。 

建設関連では、公共工事請負金額が市町村等による大型案件の発注により前年同期を上回ったほ

か、住宅投資も強含んで推移しました。 

観光関連では、国内からの入域客が東日本大震災の影響による反動から増加したほか、空路・海

路の拡充により外国からの入域客も好調に推移し、ホテル稼働率及び観光施設入場者数も前年同期

を上回りました。 

   このような環境のもと、当行グループは、「中期経営計画 2011～2012」に定めた経営戦略に基づ

く各施策の着実な実行により、顧客サービスの充実と業績の向上に努めた結果、当中間連結会計期

間の業績は次のとおりとなりました。 

経常収益は、役務取引等収益が増加したものの、貸出金利息及び連結子会社の売上高の減少等に

よるその他業務収益の減少などにより、前年同期比７億40百万円減少の245億31百万円となりました。 

また、経常費用は、与信費用が増加する一方で、預金利息の減少や連結子会社の売上原価の減少

等によるその他業務費用の減少などから、前年同期比３億43百万円減少の195億60百万円となりまし

た。 

この結果、経常利益は、前年同期比３億96百万円減少の49億70百万円となりました。また、中間

純利益は、法人税等の増加により、前年同期比６億63百万円減少の28億19百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は前連結会計年度末比 19 億円増加の１兆 8,667 億円、純資産は前連結会計年度末比 13 億円

増加の 1,214 億円となりました。 

主要な勘定の残高について、預金は、給与振込等の複合取引推進により個人の流動性預金が増加し

た結果、銀行・信託勘定合計で前連結会計年度末比 18 億円増加の１兆 7,046 億円となりました。 

貸出金は、アパートローンや住宅ローンを中心とした個人向けローンが増加したものの、地公体向

け貸出や法人向け貸出が減少した結果、銀行・信託勘定合計で前連結会計年度末比 246 億円減少の

１兆 1,638 億円となりました。 

有価証券は、国債、地方債など公共債を中心に市場動向を睨みながら、資金の効率的な運用と安定

収益の確保に努めた結果、前連結会計年度末比 465 億円増加の 5,858 億円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結及び単体の通期業績予想については、平成24年５月11日に公表した数値から変更ありません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当中間連結財務諸表（中間財務諸表）に与える影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 42,504 36,632

コールローン及び買入手形 45,939 31,014

買入金銭債権 242 235

有価証券 539,256 585,829

貸出金 1,181,866 1,157,868

外国為替 2,425 2,368

リース債権及びリース投資資産 15,563 15,255

その他資産 15,439 15,165

有形固定資産 17,844 17,915

無形固定資産 1,487 1,863

繰延税金資産 3,696 4,111

支払承諾見返 11,297 10,909

貸倒引当金 △12,724 △12,408

資産の部合計 1,864,838 1,866,760

負債の部   

預金 1,643,063 1,630,653

借用金 11,605 11,063

外国為替 9 39

信託勘定借 53,114 68,099

その他負債 17,263 16,283

賞与引当金 688 715

役員賞与引当金 31 13

退職給付引当金 5,808 5,737

役員退職慰労引当金 24 22

信託元本補填引当金 109 85

利息返還損失引当金 141 119

睡眠預金払戻損失引当金 56 56

繰延税金負債 0 0

再評価に係る繰延税金負債 1,468 1,468

支払承諾 11,297 10,909

負債の部合計 1,744,683 1,745,267

純資産の部   

資本金 22,725 22,725

資本剰余金 17,629 17,629

利益剰余金 73,348 74,103

自己株式 △2,685 △1,992

株主資本合計 111,018 112,466

その他有価証券評価差額金 4,394 3,999

繰延ヘッジ損益 － △0

土地再評価差額金 1,152 1,152

その他の包括利益累計額合計 5,547 5,152

新株予約権 105 158

少数株主持分 3,483 3,715

純資産の部合計 120,155 121,492

負債及び純資産の部合計 1,864,838 1,866,760
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

経常収益 25,271 24,531

資金運用収益 15,772 15,490

（うち貸出金利息） 14,061 13,782

（うち有価証券利息配当金） 1,595 1,644

信託報酬 238 229

役務取引等収益 1,909 2,144

その他業務収益 6,822 6,314

その他経常収益 528 352

経常費用 19,904 19,560

資金調達費用 2,744 1,728

（うち預金利息） 2,351 1,297

役務取引等費用 779 884

その他業務費用 5,167 4,659

営業経費 10,307 10,531

その他経常費用 904 1,757

経常利益 5,367 4,970

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 6 4

固定資産処分損 5 4

減損損失 0 0

税金等調整前中間純利益 5,360 4,966

法人税、住民税及び事業税 1,858 2,143

法人税等調整額 △115 △235

法人税等合計 1,742 1,907

少数株主損益調整前中間純利益 3,617 3,058

少数株主利益 134 238

中間純利益 3,483 2,819
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

少数株主損益調整前中間純利益 3,617 3,058

その他の包括利益 △502 △395

その他有価証券評価差額金 △491 △395

繰延ヘッジ損益 △10 △0

土地再評価差額金 △0 △0

中間包括利益 3,115 2,662

親会社株主に係る中間包括利益 2,980 2,424

少数株主に係る中間包括利益 134 237
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

株主資本   

資本金   

当期首残高 22,725 22,725

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 22,725 22,725

資本剰余金   

当期首残高 17,629 17,629

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 17,629 17,629

利益剰余金   

当期首残高 68,719 73,348

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,483 2,819

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,394

土地再評価差額金の取崩 0 0

当中間期変動額合計 2,805 754

当中間期末残高 71,524 74,103

自己株式   

当期首残高 △2,196 △2,685

当中間期変動額   

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 12 0

自己株式の消却 － 1,394

当中間期変動額合計 △486 692

当中間期末残高 △2,683 △1,992

株主資本合計   

当期首残高 106,878 111,018

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,483 2,819

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 9 0

自己株式の消却 － －

土地再評価差額金の取崩 0 0

当中間期変動額合計 2,318 1,447

当中間期末残高 109,196 112,466
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

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 3,224 4,394

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）

△491 △395

当中間期変動額合計 △491 △395

当中間期末残高 2,733 3,999

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 10 －

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）

△10 △0

当中間期変動額合計 △10 △0

当中間期末残高 △0 △0

土地再評価差額金   

当期首残高 942 1,152

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）

△0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 941 1,152

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 4,177 5,547

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）

△502 △395

当中間期変動額合計 △502 △395

当中間期末残高 3,675 5,152

新株予約権   

当期首残高 43 105

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）

62 52

当中間期変動額合計 62 52

当中間期末残高 105 158

少数株主持分   

当期首残高 3,151 3,483

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）

128 232

当中間期変動額合計 128 232

当中間期末残高 3,280 3,715
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

純資産合計   

当期首残高 114,250 120,155

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,483 2,819

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 9 0

土地再評価差額金の取崩 0 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△311 △110

当中間期変動額合計 2,007 1,337

当中間期末残高 116,257 121,492
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

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 5,360 4,966

減価償却費 804 721

減損損失 0 0

貸倒引当金の増減（△） △335 △316

賞与引当金の増減額（△は減少） 16 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 △71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 △2

信託元本補填引当金の増減（△） △43 △23

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 19 △21

資金運用収益 △15,772 △15,490

資金調達費用 2,744 1,728

有価証券関係損益（△） △205 △55

固定資産処分損益（△は益） 5 4

貸出金の純増（△）減 15,213 23,997

預金の純増減（△） 109,226 △12,410

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△1,237 △542

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △20 －

コールローン等の純増（△）減 △59,081 14,932

外国為替（資産）の純増（△）減 104 57

外国為替（負債）の純増減（△） △45 29

信託勘定借の純増減（△） △1,489 14,985

資金運用による収入 16,320 15,940

資金調達による支出 △2,433 △4,055

その他 1,519 1,793

小計 70,664 46,176

法人税等の支払額 △2,251 △1,178

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,412 44,997

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 △214,851 △207,851

有価証券の売却による収入 97,481 118,420

有価証券の償還による収入 47,504 41,051

金銭の信託の増加による支出 △600 △900

金銭の信託の減少による収入 600 900

有形固定資産の取得による支出 △131 △641

有形固定資産の売却による収入 94 98

無形固定資産の取得による支出 △103 △550

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,005 △49,473
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △675 △670

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

自己株式の取得による支出 △499 △701

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,180 △1,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,802 △5,872

現金及び現金同等物の期首残高 37,438 42,274

現金及び現金同等物の中間期末残高 34,636 36,402
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(単位:百万円)

銀行業 リース業 計

経常収益

外部顧客に対する経常

収益
18,225 4,982 23,207 1,366 24,573 △ 42 24,531

セグメント間の内部

経常収益
139 161 300 1,137 1,437 △ 1,437 -

18,364 5,143 23,508 2,503 26,011 △ 1,480 24,531

セグメント利益 4,092 348 4,441 535 4,976 △ 5 4,970

セグメント資産 1,851,600 23,669 1,875,269 18,384 1,893,653 △ 26,893 1,866,760

セグメント負債 1,738,664 21,165 1,759,830 10,891 1,770,721 △ 25,453 1,745,267

その他の項目

減価償却費 590 121 711 10 721 - 721

資金運用収益 15,065 5 15,070 515 15,585 △ 95 15,490

資金調達費用 1,678 126 1,805 24 1,829 △ 100 1,728

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
1,111 43 1,154 36 1,191 - 1,191

中間連結

財務諸表

計上額

計

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

　　  ２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、信用

　　　　　保証業等であります。

　　　３．調整額は、主にセグメント間取引消去等であります。

　　　４．セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

報告セグメント
その他 合計 調整額

（５）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項なし 

 

（６）セグメント情報 

  報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 平成24年５月11日開催の取締役会における自己株式の取得決議（取得株式数上限20万株、取得価

格総額上限900百万円、取得期間平成24年５月14日から平成24年６月22日まで）に基づき、当中間

連結会計期間において、市場から自己株式（20万株、700百万円）を取得しました。 

 また、平成24年8月24日開催の取締役会における自己株式の消却決議（消却する株式総数40万

株）に基づき、当中間連結会計期間において、自己株式（40万株、1,394百万円）を消却しました。 

 上記の事由を主因として、当中間連結会計期間末の自己株式の残高は、前連結会計年度末比692

百万円減少の1,992百万円となっております。 
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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24年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 42,100 36,155

コールローン 45,939 31,014

買入金銭債権 242 235

有価証券 539,939 586,505

貸出金 1,190,455 1,166,575

外国為替 2,425 2,368

その他資産 5,125 4,339

その他の資産 5,125 4,339

有形固定資産 17,313 17,471

無形固定資産 1,388 1,738

繰延税金資産 2,437 2,938

支払承諾見返 11,297 10,909

貸倒引当金 △8,857 △8,650

資産の部合計 1,849,806 1,851,600

負債の部   

預金 1,655,115 1,642,753

借用金 980 900

外国為替 9 39

信託勘定借 53,114 68,099

その他負債 9,337 8,183

未払法人税等 770 1,888

リース債務 705 599

資産除去債務 317 320

その他の負債 7,543 5,374

賞与引当金 569 592

役員賞与引当金 22 11

退職給付引当金 5,641 5,564

信託元本補填引当金 109 85

睡眠預金払戻損失引当金 56 56

再評価に係る繰延税金負債 1,468 1,468

支払承諾 11,297 10,909

負債の部合計 1,737,722 1,738,664
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

資本金 22,725 22,725

資本剰余金 17,623 17,623

資本準備金 17,623 17,623

利益剰余金 68,767 69,268

利益準備金 9,535 9,535

その他利益剰余金 59,231 59,733

別途積立金 52,920 56,420

繰越利益剰余金 6,311 3,312

自己株式 △2,685 △1,992

株主資本合計 106,430 107,624

その他有価証券評価差額金 4,394 3,999

繰延ヘッジ損益 － △0

土地再評価差額金 1,152 1,152

評価・換算差額等合計 5,547 5,152

新株予約権 105 158

純資産の部合計 112,083 112,935

負債及び純資産の部合計 1,849,806 1,851,600
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

経常収益 18,592 18,364

資金運用収益 15,335 15,065

（うち貸出金利息） 13,642 13,373

（うち有価証券利息配当金） 1,586 1,637

信託報酬 238 229

役務取引等収益 1,894 2,135

その他業務収益 668 608

その他経常収益 456 326

経常費用 14,197 14,271

資金調達費用 2,677 1,678

（うち預金利息） 2,367 1,308

役務取引等費用 1,157 1,244

その他業務費用 93 63

営業経費 9,603 9,827

その他経常費用 664 1,458

経常利益 4,394 4,092

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 5 4

固定資産処分損 4 4

減損損失 0 0

税引前中間純利益 4,389 4,088

法人税、住民税及び事業税 1,486 1,844

法人税等調整額 △282 △321

法人税等合計 1,204 1,522

中間純利益 3,185 2,566
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

株主資本   

資本金   

当期首残高 22,725 22,725

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 22,725 22,725

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 17,623 17,623

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 17,623 17,623

資本剰余金合計   

当期首残高 17,623 17,623

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 17,623 17,623

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 9,535 9,535

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 9,535 9,535

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 51,720 52,920

当中間期変動額   

別途積立金の積立 1,200 3,500

当中間期変動額合計 1,200 3,500

当中間期末残高 52,920 56,420

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,736 6,311

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,185 2,566

別途積立金の積立 △1,200 △3,500

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,394

土地再評価差額金の取崩 0 0

当中間期変動額合計 1,307 △2,998

当中間期末残高 5,044 3,312
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

利益剰余金合計   

当期首残高 64,992 68,767

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,185 2,566

別途積立金の積立 － －

自己株式の処分 △3 △0

自己株式の消却 － △1,394

土地再評価差額金の取崩 0 0

当中間期変動額合計 2,507 501

当中間期末残高 67,499 69,268

自己株式   

当期首残高 △2,196 △2,685

当中間期変動額   

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 12 0

自己株式の消却 － 1,394

当中間期変動額合計 △486 692

当中間期末残高 △2,683 △1,992

株主資本合計   

当期首残高 103,145 106,430

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,185 2,566

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 9 0

自己株式の消却 － －

土地再評価差額金の取崩 0 0

当中間期変動額合計 2,020 1,194

当中間期末残高 105,165 107,624

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,224 4,394

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）

△491 △394

当中間期変動額合計 △491 △394

当中間期末残高 2,733 3,999
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 10 －

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）

△10 △0

当中間期変動額合計 △10 △0

当中間期末残高 △0 △0

土地再評価差額金   

当期首残高 942 1,152

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）

△0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 941 1,152

評価・換算差額等合計   

当期首残高 4,177 5,547

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）

△502 △394

当中間期変動額合計 △502 △394

当中間期末残高 3,675 5,152

新株予約権   

当期首残高 43 105

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）

62 52

当中間期変動額合計 62 52

当中間期末残高 105 158

純資産合計   

当期首残高 107,365 112,083

当中間期変動額   

剰余金の配当 △675 △670

中間純利益 3,185 2,566

自己株式の取得 △499 △701

自己株式の処分 9 0

土地再評価差額金の取崩 0 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△439 △342

当中間期変動額合計 1,580 851

当中間期末残高 108,946 112,935

(株)沖縄銀行(8397)　平成25年３月期 第２四半期決算短信

- 18 -



（４）（参考） 中間信託財産残高表 

（単位：百万円）

資産

科目
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当中間連結会計期間

（平成24年９月30日）

　貸出金 6,648 5,949

　その他債権 6 4

　銀行勘定貸 53,114 68,099

合計 59,769 74,053

（単位：百万円）

負債

科目
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当中間連結会計期間

（平成24年９月30日）

　金銭信託 59,769 74,053

合計 59,769 74,053
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