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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 22,456 △3.3 3,433 10.8 2,231 △10.9

2019年3月期第3四半期 23,222 3.7 3,097 △4.8 2,503 7.9

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期 6,129百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期 △859百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 102.79 102.17

2019年3月期第3四半期 115.43 114.83

(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 ％

2020年3月期第3四半期 1,966,902 118,632 6.0

2019年3月期 1,956,809 113,316 5.7

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 118,357百万円 2019年3月期 113,073百万円

（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

2019年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2020年3月期 ― 20.00 ―

2020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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 28,800 △5.5 4,000 △5.3 2,500 △28.2 115.19

（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） 2020年3月期3Q 21,745,958 株 2019年3月期 21,745,958 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 38,669 株 2019年3月期 48,779 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 21,703,874 株 2019年3月期3Q 21,689,193 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、輸出や生産に弱さが続いているものの、雇用の改善や個人

消費の持ち直しにより、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、輸出や生産に弱さが続いているものの、企業の設備投資は製造業と非製造業の双方で増

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増加するなど、堅調な内需を背景に景気の拡大が

続いております。 

 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0.29％～プラス0.01％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0.01％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、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少などにより、前年同期比７億66百万円減少の224億56百万

円となりました。経常費用は、経費や国債等債券売却損の減少などにより、前年同期比11億2百万円減少の190億22

百万円となりました。その結果、経常利益は前年同期比３億36百万円増加の34億33百万円となり、親会社株主に帰

属する四半期純利益は、法人税などの増加により前年同期比２億72百万円減少の22億31百万円となりました。 

 

（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37億円減少し、１兆3,078億円となりました。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、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り減少したものです。また有価証券は、地方債を中心に増加した結果、

前年度末比139億円増加し5,294億円となりました。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

た結果、前年度末比137億円増加の１兆7,799億円となりました。純資産の部では、親会社株主に帰属する四半期純

利益計上による利益剰余金や有価証券評価差額金の増加などにより、前年度末比53億円増加し1,186億円となりま

した。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 2020年３月期通期の連結業績予想につきましては、2019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 

(2019年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(2019年12月31日) 

資産の部    

現金預け金 87,355 86,320 

有価証券 515,428 529,423 

貸出金 1,311,543 1,307,835 

外国為替 6,760 8,919 

その他資産 16,282 16,049 

有形固定資産 19,249 18,931 

無形固定資産 2,329 1,994 

退職給付に係る資産 797 1,468 

繰延税金資産 384 258 

支払承諾見返 4,005 3,930 

貸倒引当金 △7,327 △8,228 

資産の部合計 1,956,809 1,966,902 

負債の部    

預金 1,766,285 1,779,992 

譲渡性預金 5,150 5,310 

借用金 35,116 26,900 

外国為替 6 72 

社債 5,000 5,000 

その他負債 17,507 15,142 

賞与引当金 645 321 

退職給付に係る負債 232 190 

睡眠預金払戻損失引当金 478 416 

偶発損失引当金 494 554 

繰延税金負債 6,019 7,890 

再評価に係る繰延税金負債 2,552 2,549 

支払承諾 4,005 3,930 

負債の部合計 1,843,493 1,848,270 

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 32,366 33,728 

自己株式 △139 △109 

株主資本合計 88,066 89,457 

その他有価証券評価差額金 20,211 23,854 

繰延ヘッジ損益 △323 △148 

土地再評価差額金 5,367 5,361 

退職給付に係る調整累計額 △248 △167 

その他の包括利益累計額合計 25,007 28,899 

新株予約権 242 275 

純資産の部合計 113,316 118,632 

負債及び純資産の部合計 1,956,809 1,966,902 
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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 2018年４月１日 
 至 2018年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年12月31日) 

経常収益 23,222 22,456 

資金運用収益 15,905 15,113 

（うち貸出金利息） 9,817 9,386 

（うち有価証券利息配当金） 5,931 5,603 

役務取引等収益 3,882 3,580 

その他業務収益 2,234 1,305 

その他経常収益 1,200 2,457 

経常費用 20,124 19,022 

資金調達費用 1,162 1,008 

（うち預金利息） 243 175 

役務取引等費用 1,572 1,533 

その他業務費用 2,750 771 

営業経費 13,751 13,504 

その他経常費用 887 2,205 

経常利益 3,097 3,433 

特別利益 77 4 

固定資産処分益 77 4 

特別損失 67 35 

固定資産処分損 24 17 

減損損失 43 17 

税金等調整前四半期純利益 3,107 3,402 

法人税、住民税及び事業税 74 844 

法人税等調整額 528 327 

法人税等合計 603 1,171 

四半期純利益 2,503 2,231 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,503 2,231 
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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 2018年４月１日 
 至 2018年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年12月31日) 

四半期純利益 2,503 2,231 

その他の包括利益 △3,363 3,898 

その他有価証券評価差額金 △3,589 3,661 

繰延ヘッジ損益 96 174 

退職給付に係る調整額 135 80 

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 △18 

四半期包括利益 △859 6,129 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △859 6,129 
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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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