
平成25年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年11月9日

（百万円未満、小数点第1位未満は切捨て）

上場会社名 株式会社 四国銀行 上場取引所 東 大 
コード番号 8387 URL http://www.shikokubank.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役頭取 （氏名） 野村 直史
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総合企画部長 （氏名） 山元 文明 TEL 088-823-2111
四半期報告書提出予定日 平成24年11月15日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日
特定取引勘定設置の有無 無
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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）を期末資産の部の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 27,854 6.5 2,746 △51.0 1,608 △55.2
24年3月期中間期 26,146 1.2 5,612 52.0 3,590 40.6

（注）包括利益 25年3月期中間期 △1,683百万円 （―％） 24年3月期中間期 3,951百万円 （61.6％）

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 7.44 7.44
24年3月期中間期 16.62 ―

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 2,619,148 100,224 3.7 10.41
24年3月期 2,615,430 102,553 3.8 10.38
（参考） 自己資本   25年3月期中間期  97,662百万円 24年3月期  100,076百万円

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 ― 2.50 ― 3.00 5.50
25年3月期 ― 2.50
25年3月期（予想） ― 3.00 5.50

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 46,300 △1.7 5,100 △3.2 2,500 25.8 11.58



(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】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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 218,500,000 株 24年3月期 218,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期中間期 2,626,861 株 24年3月期 2,616,621 株
③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 215,878,274 株 24年3月期中間期 215,957,614 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）を期末資産の部の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 27,710 6.4 2,578 △52.4 1,595 △55.3
24年3月期中間期 26,038 1.5 5,423 64.7 3,575 41.6

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 7.38
24年3月期中間期 16.54

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 2,618,176 97,697 3.7 10.25
24年3月期 2,614,513 100,099 3.8 10.23
（参考） 自己資本 25年3月期中間期  97,686百万円 24年3月期  100,099百万円

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 
1．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。 
2．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、当行としてその実現を約束するものではありません。 

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 46,000 △1.7 5,000 1.2 2,500 27.7 11.57
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１．当中間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 

     当中間期のわが国経済は、前半は公共投資の増加やエコカー補助金の効果等により国内需要が堅調に

推移し、景気は緩やかに持ち直しましたが、後半は海外経済の減速等を背景とした輸出の減少やエコカ

ー補助金の効果が一巡したこと等から生産が減少し、弱めの動きとなりました。 

当行の主要地盤であります四国地区の経済におきましては、前半は生産の持ち直しや個人消費等に支

えられ、景気は全体としては緩やかに持ち直しましたが、後半は生産に弱さがみられ、持ち直しのテン

ポが緩やかになりました。 

金融面では、円・ドル相場は円高傾向となり、期首の 82 円台から９月末には 77 円台となりました。

また、日経平均株価も弱い動きで推移し、期首の１万円台から９月末には８千円台まで下落しました。

一方、長期金利は低下傾向となり、期首の 1.0％台から９月末には 0.7％台まで低下しました。 

このような金融経済情勢のもとにありまして、当中間期の連結経営成績は、以下のとおりとなりまし

た。 

経常収益は、資金運用収益やその他経常収益は減少しましたが、国債等債券売却益の増加によりその

他業務収益が増加し、前年同期比 17 億８百万円増加の 278 億 54 百万円となりました。経常費用は、貸

倒引当金繰入額や株式等償却の増加によりその他経常費用が増加し、前年同期比 45 億 75 百万円増加の

251 億８百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比 28 億 66 百万円減少し 27 億 46 百万

円となりました。中間純利益は、法人税等の減少により、前年同期比 19 億 82 百万円減少し 16 億８百万

円となりました。 

中間包括利益は、少数株主損益調整前中間純利益やその他有価証券評価差額金の減少等により、前年

同期比 56 億 34 百万円減少し 16 億 83 百万円の損失となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

      主要勘定につきましては、譲渡性預金を含めた預金等は、法人預金等の増加により、前年度末比 176

億円増加し２兆 4,193 億円となりました。また、公共債・投資信託・個人年金保険等の個人預り資産は、

公共債は減少しましたが、個人年金保険等が増加し、前年度末比32億円増加の2,876億円となりました。

貸出金は、事業性貸出金の減少により、前年度末比 308 億円減少し１兆 5,333 億円となりました。有価

証券は、国債等の売却により、前年度末比 462 億円減少し 7,715 億円となりました。 

      当中間期末の連結自己資本比率（国内基準）につきましては、前年度末比 0.03 ポイント上昇し、10.41％

となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

      平成 25 年３月期通期の業績予想につきましては、平成 24 年８月 10 日公表の予想値から変更はありま

せん。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当中間期における重要な子会社の異動 

      該当ありません。 

 

（２）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。 

    これにより、従来の方法に比べて、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ４百万円増加しております。 

 

（３）追加情報 

（役員退職慰労引当金） 

当行は、平成 24 年５月 11 日開催の取締役会において、平成 24 年６月 28 日開催の第 198 期定時株

主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会において、退職慰

労金の打ち切り支給が決議されました。これに伴い、当中間連結会計期間において「役員退職慰労引

当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額未払分２億 98 百万円を「その他負債」に含めて計上しており

ます。 

なお、連結子会社におきましては、従来どおり内規に基づき、「役員退職慰労引当金」を計上してお

ります。 
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（４）継続企業の前提に関する注記

           該当ありません。
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 （４）継続企業の前提に関する注記

            該当ありません。
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