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1. 2022年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期中間期 36,707 5.4 9,791 ― 6,667 ―
2021年3月期中間期 34,837 △13.7 △732 ― △1,573 ―

（注）包括利益 2022年3月期中間期 5,491百万円 （△75.1％） 2021年3月期中間期 22,032百万円 （―％）

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

2022年3月期中間期 226.11 226.04
2021年3月期中間期 △53.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年3月期中間期 5,499,834 296,220 5.4
2021年3月期 5,375,569 291,699 5.4
（参考）自己資本 2022年3月期中間期 296,199百万円 2021年3月期 291,657百万円

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

2021年3月期 ― 40.00 ― 30.00 70.00
2022年3月期 ― 30.00
2022年3月期（予想） ― 30.00 60.00

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 65,000 △5.7 9,500 79.0 5,500 114.4 186.47



(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）詳細は、添付資料P9「2.中間連結財務諸表及び主な注記（4）中間連結財務諸表に関する注記事項（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更）」
をご覧ください。

(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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期中間期 30,000,000 株 2021年3月期 30,000,000 株
② 期末自己株式数 2022年3月期中間期 506,059 株 2021年3月期 517,416 株
③ 期中平均株式数（中間期） 2022年3月期中間期 29,487,906 株 2021年3月期中間期 29,515,219 株

（個別業績の概要）

1. 2022年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期中間期 32,285 6.6 9,086 ― 6,240 ―
2021年3月期中間期 30,295 △15.6 △1,290 ― △1,884 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

2022年3月期中間期 211.64
2021年3月期中間期 △63.86

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年3月期中間期 5,481,362 281,830 5.1
2021年3月期 5,355,913 277,765 5.2
（参考）自己資本 2022年3月期中間期 281,809百万円 2021年3月期 277,723百万円

2. 2022年 3月期の個別業績予想（2021年 4月 1日～2022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 55,000 △7.7 8,500 121.6 5,000 200.3 169.52
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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増加によるその他業務収益の増加

などにより、前中間連結会計期間比 18 億 70 百万円増加して 367 億７百万円となりました。 

また、経常費用は、株式等償却が発生しなかったことによるその他経常費用の減少などに

より、前中間連結会計期間比 86 億 55 百万円減少して 269 億 15 百万円となりました。 

この結果、経常利益は、前中間連結会計期間比105億23百万円増加して97億91百万円とな

り、親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比82億40百万円増加して66

億67百万円となりました。 
 

  
  
(2) 財政状態に関する説明 
 

［預金］ 

 当中間連結会計期間末の預金残高は、公共預金が減少しましたが、法人及び個人預金が増

加したことにより、前連結会計年度末比 613 億円増加して４兆 5,019 億円となりました。 

また、譲渡性預金を含めた総預金では、前連結会計年度末比 525 億円増加して４兆 5,778

億円となりました。 

 

［貸出金］ 

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

個人向け貸出金が増加したことにより、前連結会計年度末比 201 億円増加して３兆 559 億円

となりました。 

 

［有価証券］ 

 当中間連結会計期間末の有価証券残高は、債券の増加などにより前連結会計年度末比585

億円増加して１兆3,315億円となりました。 

 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19億円増加して629億円となりました。 
 

 
 
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
 

 当中間連結会計期間における経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は、2021年5

月14日に公表いたしました2022年３月期（通期）の業績予想を上回っておりますが、今後

の市場動向・経済情勢等が不透明であることなどから、通期の業績予想に変更はありませ

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
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

現金預け金 893,016 939,112

買入金銭債権 23,598 26,654

商品有価証券 13 44

有価証券 1,272,943 1,331,527

貸出金 3,035,782 3,055,941

外国為替 9,429 9,449

リース債権及びリース投資資産 22,866 21,475

その他資産 63,243 59,451

有形固定資産 37,368 37,285

無形固定資産 5,041 4,874

退職給付に係る資産 7,721 8,176

繰延税金資産 777 715

支払承諾見返 21,938 21,655

貸倒引当金 △18,172 △16,529

資産の部合計 5,375,569 5,499,834

負債の部

預金 4,440,571 4,501,938

譲渡性預金 84,721 75,889

コールマネー及び売渡手形 12,089 27,722

債券貸借取引受入担保金 56,643 62,198

借用金 393,331 438,392

外国為替 1,341 856

その他負債 55,302 56,599

役員賞与引当金 20 －

退職給付に係る負債 204 209

役員退職慰労引当金 49 33

睡眠預金払戻損失引当金 247 185

偶発損失引当金 127 110

株式報酬引当金 123 116

繰延税金負債 12,074 12,623

再評価に係る繰延税金負債 5,082 5,082

支払承諾 21,938 21,655

負債の部合計 5,083,870 5,203,614
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021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 173,620 179,289

自己株式 △2,071 △2,029

株主資本合計 239,357 245,068

その他有価証券評価差額金 42,595 43,929

繰延ヘッジ損益 2,720 178

土地再評価差額金 7,928 7,935

退職給付に係る調整累計額 △945 △913

その他の包括利益累計額合計 52,299 51,130

新株予約権 41 21

純資産の部合計 291,699 296,220

負債及び純資産の部合計 5,375,569 5,499,834
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

経常収益 34,837 36,707

資金運用収益 19,579 20,162

（うち貸出金利息） 13,496 13,190

（うち有価証券利息配当金） 5,790 6,533

役務取引等収益 5,436 6,061

その他業務収益 1,913 3,636

その他経常収益 7,908 6,846

経常費用 35,570 26,915

資金調達費用 1,435 827

（うち預金利息） 406 229

役務取引等費用 1,715 1,703

その他業務費用 1,053 2,591

営業経費 18,469 17,492

その他経常費用 12,895 4,300

経常利益又は経常損失（△） △732 9,791

特別利益 16 22

固定資産処分益 16 22

特別損失 36 45

固定資産処分損 30 23

減損損失 6 22

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

△752 9,768

法人税、住民税及び事業税 1,664 1,939

法人税等調整額 △844 1,160

法人税等合計 820 3,100

中間純利益又は中間純損失（△） △1,573 6,667

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（△）

△1,573 6,667
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

中間純利益又は中間純損失（△） △1,573 6,667

その他の包括利益 23,606 △1,176

その他有価証券評価差額金 20,497 1,334

繰延ヘッジ損益 2,861 △2,542

退職給付に係る調整額 246 31

中間包括利益 22,032 5,491

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 22,032 5,491
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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 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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　当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021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 30,486 173,620 △2,071 239,357

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△97 △97

会計方針の変更を反映

した当期首残高
37,322 30,486 173,523 △2,071 239,260

当中間期変動額

剰余金の配当 △887 △887

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,667 6,667

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △7 43 36

土地再評価差額金の

取崩
△7 △7

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 － － 5,766 42 5,808

当中間期末残高 37,322 30,486 179,289 △2,029 245,068

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 42,595 2,720 7,928 △945 52,299 41 291,699

会計方針の変更によ

る累積的影響額
4 4 △93

会計方針の変更を反映

した当期首残高
42,595 2,724 7,928 △945 52,303 41 291,605

当中間期変動額

剰余金の配当 △887

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,667

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 36

土地再評価差額金の

取崩
△7

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

1,334 △2,546 7 31 △1,173 △19 △1,193

当中間期変動額合計 1,334 △2,546 7 31 △1,173 △19 4,615

当中間期末残高 43,929 178 7,935 △913 51,130 21 296,220
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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。 
 
（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 
   「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの

支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収

益を認識することといたしました。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し

た場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高

から新たな会計方針を適用しております。 

なお、当中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 
   「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定

会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第８項

に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリ

バティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししており

ます。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基

準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間の期首より前に新

たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金

に反映しております。この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金が54百万円減少、

その他資産が132百万円減少、その他負債が60百万円減少、繰延税金負債が22百万円減少、繰

延ヘッジ損益が４百万円増加しております。 

 
（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） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動停滞の影響は、当連結会計年度も継

続し、特に貸出金等の信用リスクに一定の影響を与えるとの仮定を置いています。 

この仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の「注記事項（重要な会計上の見

積り）（貸倒引当金）」に記載した内容から重要な変更はありません。 

なお、当該仮定は不確実なものであり、新型コロナウイルス感染症の感染状況やその経済

活動への影響が変化した場合には、第３四半期連結会計期間以降の連結財務諸表において貸

倒引当金が増減する可能性があります。 
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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
(2021年３月31日)

当中間会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

現金預け金 892,871 938,986

買入金銭債権 23,598 26,654

商品有価証券 13 44

有価証券 1,274,579 1,333,105

貸出金 3,042,938 3,062,462

外国為替 9,429 9,449

その他資産 59,648 56,155

その他の資産 59,648 56,155

有形固定資産 33,854 33,861

無形固定資産 3,753 3,607

前払年金費用 9,079 9,488

支払承諾見返 21,938 21,655

貸倒引当金 △15,792 △14,109

資産の部合計 5,355,913 5,481,362

負債の部

預金 4,447,681 4,508,928

譲渡性預金 91,721 83,389

コールマネー 12,089 27,722

債券貸借取引受入担保金 56,643 62,198

借用金 380,998 426,666

外国為替 1,341 856

その他負債 47,694 49,609

未払法人税等 870 1,019

リース債務 1,111 1,058

資産除去債務 220 221

その他の負債 45,492 47,309

役員賞与引当金 20 －

睡眠預金払戻損失引当金 247 185

偶発損失引当金 127 110

株式報酬引当金 123 116

繰延税金負債 12,436 13,010

再評価に係る繰延税金負債 5,082 5,082

支払承諾 21,938 21,655

負債の部合計 5,078,148 5,199,532
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当中間会計期間
(2021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 164,581 169,865

利益準備金 12,402 12,402

その他利益剰余金 152,179 157,463

固定資産圧縮積立金 273 273

別途積立金 148,661 148,661

繰越利益剰余金 3,244 8,528

自己株式 △2,071 △2,029

株主資本合計 224,752 230,079

その他有価証券評価差額金 42,321 43,615

繰延ヘッジ損益 2,720 178

土地再評価差額金 7,928 7,935

評価・換算差額等合計 52,971 51,730

新株予約権 41 21

純資産の部合計 277,765 281,830

負債及び純資産の部合計 5,355,913 5,481,362
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間会計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

経常収益 30,295 32,285

資金運用収益 19,693 20,280

（うち貸出金利息） 13,459 13,154

（うち有価証券利息配当金） 5,941 6,688

役務取引等収益 4,753 5,393

その他業務収益 1,913 3,636

その他経常収益 3,935 2,975

経常費用 31,586 23,199

資金調達費用 1,432 831

（うち預金利息） 406 229

役務取引等費用 2,086 2,047

その他業務費用 1,053 2,591

営業経費 17,526 16,577

その他経常費用 9,486 1,151

経常利益又は経常損失（△） △1,290 9,086

特別利益 0 0

特別損失 20 42

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △1,309 9,044

法人税、住民税及び事業税 1,387 1,668

法人税等調整額 △812 1,134

法人税等合計 574 2,803

中間純利益又は中間純損失（△） △1,884 6,240
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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 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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　当中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021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 12,402 273 148,661 3,244 164,581

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△55 △55

会計方針の変更を反映

した当期首残高
37,322 24,920 24,920 12,402 273 148,661 3,189 164,526

当中間期変動額

剰余金の配当 △887 △887

別途積立金の積立

中間純利益 6,240 6,240

自己株式の取得

自己株式の処分 △7 △7

土地再評価差額金の

取崩
△7 △7

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 － － － － － － 5,339 5,339

当中間期末残高 37,322 24,920 24,920 12,402 273 148,661 8,528 169,865

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 △2,071 224,752 42,321 2,720 7,928 52,971 41 277,765

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△55 4 4 △51

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△2,071 224,697 42,321 2,724 7,928 52,975 41 277,713

当中間期変動額

剰余金の配当 △887 △887

別途積立金の積立 － －

中間純利益 6,240 6,240

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 43 36 36

土地再評価差額金の

取崩
△7 △7

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

1,294 △2,546 7 △1,245 △19 △1,264

当中間期変動額合計 42 5,381 1,294 △2,546 7 △1,245 △19 4,116

当中間期末残高 △2,029 230,079 43,615 178 7,935 51,730 21 281,830
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