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1. 2021年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、2021年3月期第2四半期（中間期）の潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、
記載しておりません。

(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。

(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 ％

2021年3月期中間期 34,837 △13.7 △732 ― △1,573 ―
2020年3月期中間期 40,370 0.6 5,189 △31.1 2,936 △39.7

（注）包括利益 2021年3月期中間期 22,032百万円 （―％） 2020年3月期中間期 1,119百万円 （△88.5％）

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

2021年3月期中間期 △53.29 ―
2020年3月期中間期 99.49 99.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期中間期 5,234,648 270,609 5.2
2020年3月期 4,953,946 249,831 5.0
（参考）自己資本 2021年3月期中間期 270,568百万円 2020年3月期 249,790百万円

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

2020年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
2021年3月期 ― 40.00
2021年3月期（予想） ― 30.00 70.00

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 67,000 △12.7 1,500 △87.5 500 △93.5 16.95



(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

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期中間期 30,000,000 株 2020年3月期 30,000,000 株
② 期末自己株式数 2021年3月期中間期 516,671 株 2020年3月期 478,134 株
③ 期中平均株式数（中間期） 2021年3月期中間期 29,515,219 株 2020年3月期中間期 29,516,787 株

（個別業績の概要）

1. 2021年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（2020年4月1日～2020年9月30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－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。

(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 ％

2021年3月期中間期 30,295 △15.6 △1,290 ― △1,884 ―
2020年3月期中間期 35,893 △0.5 4,840 △29.3 2,762 △40.1

1株当たり中間純利益
円 銭

2021年3月期中間期 △63.86
2020年3月期中間期 93.58

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期中間期 5,218,921 261,102 5.0
2020年3月期 4,934,898 240,906 4.9
（参考）自己資本 2021年3月期中間期 261,061百万円 2020年3月期 240,865百万円

2. 2021年 3月期の個別業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

※ 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）将来に関する記述等についてのご注意
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。
（2）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、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

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 57,000 △15.6 500 △95.3 0 △100.0 0.00
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１.当中間決算に関する定性的情報 
  
(1) 経営成績に関する説明 
 

  当中間連結会計期間の経常収益は、国債等債券売却益の減少によるその他業務収益の減少

などにより、前中間連結会計期間比 55 億 33 百万円減少して 348 億 37 百万円となりました。 

 また、経常費用は、貸出金償却や貸倒引当金繰入額は減少しましたが、株式等償却の増加

を主要因としたその他経常費用の増加などにより、前中間連結会計期間比３億 90 百万円増

加して 355 億 70 百万円となりました。 

 この結果、経常損益は、前中間連結会計期間比59億21百万円減少して７億32百万円の損

失となり、親会社株主に帰属する中間純損益は、前中間連結会計期間比45億９百万円減少

して15億73百万円の損失となりました。 
 

  
  
(2) 財政状態に関する説明 
 

①預金 

 当中間連結会計期間末の預金残高は、個人、法人及び公共預金がいずれも増加したことに

より、前連結会計年度末比 2,289 億円増加して４兆 2,940 億円となり、譲渡性預金を含めた

総預金では、前連結会計年度末比 2,291 億円増加して４兆 3,844 億円となりました。 

 

②貸出金 

 当中間連結会計期間末の貸出金残高は、個人向け貸出金が減少しましたが、法人向け及び

公共向け貸出金が増加したことにより、前連結会計年度末比 1,094 億円増加して２兆 9,568

億円となりました。 

 

③有価証券 

 当中間連結会計期間末の有価証券残高は、株式の増加などにより前連結会計年度末比135

億円増加して１兆2,733億円となりました。 

 また、当中間連結会計期間末の「その他有価証券」の差引評価益は、前連結会計年度末

比293億円増加して508億円となりました。 
 

 
 
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
 

 2021年３月期（通期）の業績につきましては、2020年10月27日公表の数値から変更あり

ません。 
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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
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 652,010 832,586

買入金銭債権 29,264 21,090

商品有価証券 5 6

有価証券 1,259,729 1,273,302

貸出金 2,847,316 2,956,807

外国為替 9,793 10,680

リース債権及びリース投資資産 24,486 23,973

その他資産 75,175 65,543

有形固定資産 37,319 37,167

無形固定資産 5,897 5,496

退職給付に係る資産 3,351 3,161

繰延税金資産 5,995 871

支払承諾見返 20,996 20,909

貸倒引当金 △17,396 △16,949

資産の部合計 4,953,946 5,234,648

負債の部

預金 4,065,082 4,294,043

譲渡性預金 90,185 90,360

コールマネー及び売渡手形 34,782 12,283

債券貸借取引受入担保金 112,699 78,433

借用金 305,608 401,651

外国為替 296 249

その他負債 66,883 54,828

役員賞与引当金 29 －

退職給付に係る負債 1,836 1,348

役員退職慰労引当金 37 39

睡眠預金払戻損失引当金 364 292

偶発損失引当金 127 157

株式報酬引当金 80 98

繰延税金負債 － 4,238

再評価に係る繰延税金負債 5,103 5,103

支払承諾 20,996 20,909

負債の部合計 4,704,115 4,964,038
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

資本金 37,322 37,322

資本剰余金 30,486 30,486

利益剰余金 173,374 170,618

自己株式 △1,999 △2,070

株主資本合計 239,184 236,356

その他有価証券評価差額金 15,048 35,545

繰延ヘッジ損益 △7,447 △4,585

土地再評価差額金 7,976 7,976

退職給付に係る調整累計額 △4,971 △4,724

その他の包括利益累計額合計 10,605 34,211

新株予約権 41 41

純資産の部合計 249,831 270,609

負債及び純資産の部合計 4,953,946 5,234,648
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

経常収益 40,370 34,837

資金運用収益 21,341 19,579

（うち貸出金利息） 14,811 13,496

（うち有価証券利息配当金） 6,256 5,790

役務取引等収益 5,637 5,436

その他業務収益 5,645 1,913

その他経常収益 7,745 7,908

経常費用 35,180 35,570

資金調達費用 2,904 1,435

（うち預金利息） 1,158 406

役務取引等費用 1,733 1,715

その他業務費用 3,003 1,053

営業経費 18,553 18,469

その他経常費用 8,985 12,895

経常利益又は経常損失（△） 5,189 △732

特別利益 16 16

固定資産処分益 16 16

特別損失 647 36

固定資産処分損 63 30

減損損失 583 6

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

4,558 △752

法人税、住民税及び事業税 2,409 1,664

法人税等調整額 △787 △844

法人税等合計 1,621 820

中間純利益又は中間純損失（△） 2,936 △1,573

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
帰属する中間純損失（△）

2,936 △1,573
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

中間純利益又は中間純損失（△） 2,936 △1,573

その他の包括利益 △1,817 23,606

その他有価証券評価差額金 54 20,497

繰延ヘッジ損益 △1,786 2,861

退職給付に係る調整額 △85 246

中間包括利益 1,119 22,032

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 1,119 22,032
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 30,486 167,615 △2,041 233,382

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,330 △1,330

親会社株主に帰属す

る中間純利益
2,936 2,936

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △6 45 38

土地再評価差額金の

取崩
264 264

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － 1,864 43 1,907

当中間期末残高 37,322 30,486 169,479 △1,998 235,290

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額

合計

当期首残高 47,822 △1,121 8,540 △2,109 53,131 61 286,576

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,330

親会社株主に帰属す

る中間純利益
2,936

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 38

土地再評価差額金の

取崩
264

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

54 △1,786 △264 △85 △2,082 △20 △2,102

当中間期変動額合計 54 △1,786 △264 △85 △2,082 △20 △194

当中間期末残高 47,877 △2,908 8,275 △2,195 51,049 41 286,381
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当中間連結会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 37,322 30,486 173,374 △1,999 239,184

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,183

親会社株主に帰属す

る中間純損失（△）
△1,573 △1,573

自己株式の取得 △71 △71

自己株式の処分 －

土地再評価差額金の

取崩
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － △2,756 △71 △2,827

当中間期末残高 37,322 30,486 170,618 △2,070 236,356

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額

合計

当期首残高 15,048 △7,447 7,976 △4,971 10,605 41 249,831

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,183

親会社株主に帰属す

る中間純損失（△）
△1,573

自己株式の取得 △71

自己株式の処分 －

土地再評価差額金の

取崩
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

20,497 2,861 － 246 23,606 － 23,606

当中間期変動額合計 20,497 2,861 － 246 23,606 － 20,778

当中間期末残高 35,545 △4,585 7,976 △4,724 34,211 41 270,609
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(4) 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。 

 

（追加情報） 

 （新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大による貸倒引当金への影響） 

  前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の拡大による貸倒引当金への影響）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や

収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 
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３．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 651,898 832,466

買入金銭債権 29,264 21,090

商品有価証券 5 6

有価証券 1,261,484 1,275,023

貸出金 2,855,331 2,964,531

外国為替 9,793 10,680

その他資産 71,261 61,910

その他の資産 71,261 61,910

有形固定資産 33,294 33,612

無形固定資産 4,569 4,183

前払年金費用 8,856 8,809

繰延税金資産 3,008 －

支払承諾見返 20,996 20,909

貸倒引当金 △14,866 △14,304

資産の部合計 4,934,898 5,218,921

負債の部

預金 4,071,711 4,300,776

譲渡性預金 96,685 97,360

コールマネー 34,782 12,283

債券貸借取引受入担保金 112,699 78,433

借用金 292,490 388,429

外国為替 296 249

その他負債 58,623 47,457

未払法人税等 1,034 1,049

リース債務 759 676

資産除去債務 201 198

その他の負債 56,628 45,531

役員賞与引当金 29 －

睡眠預金払戻損失引当金 364 292

偶発損失引当金 127 157

株式報酬引当金 80 98

繰延税金負債 － 6,266

再評価に係る繰延税金負債 5,103 5,103

支払承諾 20,996 20,909

負債の部合計 4,693,991 4,957,818
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

資本金 37,322 37,322

資本剰余金 24,920 24,920

資本準備金 24,920 24,920

利益剰余金 165,234 162,166

利益準備金 12,402 12,402

その他利益剰余金 152,832 149,764

固定資産圧縮積立金 273 273

別途積立金 144,661 148,661

繰越利益剰余金 7,897 829

自己株式 △1,999 △2,070

株主資本合計 225,478 222,338

その他有価証券評価差額金 14,858 35,331

繰延ヘッジ損益 △7,447 △4,585

土地再評価差額金 7,976 7,976

評価・換算差額等合計 15,387 38,722

新株予約権 41 41

純資産の部合計 240,906 261,102

負債及び純資産の部合計 4,934,898 5,218,921
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間会計期間
(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

経常収益 35,893 30,295

資金運用収益 21,421 19,693

（うち貸出金利息） 14,774 13,459

（うち有価証券利息配当金） 6,374 5,941

役務取引等収益 4,994 4,753

その他業務収益 5,645 1,913

その他経常収益 3,831 3,935

経常費用 31,052 31,586

資金調達費用 2,900 1,432

（うち預金利息） 1,158 406

役務取引等費用 2,105 2,086

その他業務費用 3,003 1,053

営業経費 17,593 17,526

その他経常費用 5,448 9,486

経常利益又は経常損失（△） 4,840 △1,290

特別利益 － 0

特別損失 644 20

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 4,196 △1,309

法人税、住民税及び事業税 2,129 1,387

法人税等調整額 △695 △812

法人税等合計 1,434 574

中間純利益又は中間純損失（△） 2,762 △1,884
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 37,322 24,920 24,920 12,402 273 142,161 5,451 160,288

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,330 △1,330

別途積立金の積立 2,500 △2,500 －

中間純利益 2,762 2,762

自己株式の取得

自己株式の処分 △6 △6

土地再評価差額金の

取崩
264 264

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － 2,500 △810 1,689

当中間期末残高 37,322 24,920 24,920 12,402 273 144,661 4,641 161,978

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

土地再評価差

額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △2,041 220,490 47,569 △1,121 8,540 54,988 61 275,540

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,330 △1,330

別途積立金の積立 － －

中間純利益 2,762 2,762

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 45 38 38

土地再評価差額金の

取崩
264 264

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

35 △1,786 △264 △2,015 △20 △2,036

当中間期変動額合計 43 1,733 35 △1,786 △264 △2,015 △20 △302

当中間期末残高 △1,998 222,223 47,604 △2,908 8,275 52,972 41 275,237
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当中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 37,322 24,920 24,920 12,402 273 144,661 7,897 165,234

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,183

別途積立金の積立 4,000 △4,000 －

中間純損失（△） △1,884 △1,884

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － 4,000 △7,067 △3,067

当中間期末残高 37,322 24,920 24,920 12,402 273 148,661 829 162,166

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

土地再評価差

額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △1,999 225,478 14,858 △7,447 7,976 15,387 41 240,906

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,183

別途積立金の積立 － －

中間純損失（△） △1,884 △1,884

自己株式の取得 △71 △71 △71

自己株式の処分 － －

土地再評価差額金の

取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

20,473 2,861 － 23,335 － 23,335

当中間期変動額合計 △71 △3,139 20,473 2,861 － 23,335 － 20,195

当中間期末残高 △2,070 222,338 35,331 △4,585 7,976 38,722 41 261,102
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