
期間別
項目

2017年度
中間連結会計期間

2018年度
中間連結会計期間

2019年度
中間連結会計期間 2017年度 2018年度

連結経常収益 百万円 23,872 22,053 20,920 47,206 45,227
うち連結信託報酬 百万円 ― ― ― 0 0

連結経常利益 百万円 7,313 5,686 4,361 12,187 9,586
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,440 3,997 3,302 ― ―
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ― ― ― 7,157 6,221
連結中間包括利益 百万円 9,379 3,355 5,274 ― ―
連結包括利益 百万円 ― ― ― 9,695 2,134
連結純資産額 百万円 148,223 150,663 152,711 147,913 148,041
連結総資産額 百万円 3,145,892 3,099,556 2,996,688 3,027,431 3,078,883
1株当たり純資産額 円 3,461.49 3,511.85 3,590.08 3,453.89 3,483.19
1株当たり中間純利益 円 103.89 93.44 77.80 ― ―
1株当たり当期純利益 円 ― ― ― 167.47 145.80
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 103.55 93.17 77.64 ― ―
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円 ― ― ― 166.86 145.44
自己資本比率 ％ 4.70 4.85 5.08 4.87 4.80
連結自己資本比率（国内基準） ％ 10.17 9.87 9.58 10.05 9.43
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 72,922 35,756 △� 70,320 △� 43,861 △� 58,915
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 42,005 △� 37 △� 22,909 94,548 146,931
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △� 816 △� 5,790 △� 777 △� 1,637 △� 7,364
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 百万円 331,329 296,203 252,925 266,271 346,928
従業員数［外、平均臨時従業員数］ 人 1,437

［631］
1,419
［622］

1,406
［615］

1,394
［634］

1,372
［626］

信託財産額 百万円 73 65 58 70 63

（注）�1.�当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
� 2.��2017年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益、1株当たり当期純利益、潜在株式調整

後1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、2017年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
� 3.��自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末新株予約権－（中間）期末非支配株主持分）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。
� 4.��連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用して

おります。
� 5.��信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業

務を営む会社は当行1行であります。
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中間連結貸借対照表� （金額単位：百万円）

期間別

科目

前中間連結会計期間
（2018年9月30日）

当中間連結会計期間
（2019年9月30日）

金 額 金 額

（資産の部）
現金預け金 297,049 254,912
コールローン及び買入手形 761 5,726
買入金銭債権 11,160 11,178
商品有価証券 41 5
金銭の信託 999 1,103
有価証券 971,979 837,919
貸出金 1,695,403 1,754,808
外国為替 6,671 5,299
その他資産 85,968 98,101
有形固定資産 38,317 37,574
無形固定資産 3,227 2,706
退職給付に係る資産 200 762
繰延税金資産 16 17
支払承諾見返 6,090 5,717
貸倒引当金 △� 18,331 △� 19,145
資産の部合計 3,099,556 2,996,688
（負債の部）
預金 2,616,072 2,601,755
譲渡性預金 107,555 34,497
コールマネー及び売渡手形 11,769 12,660
債券貸借取引受入担保金 75,029 67,754
借用金 93,039 68,373
外国為替 13 143
その他負債 26,801 40,825
退職給付に係る負債 67 68
役員退職慰労引当金 3 4
睡眠預金払戻損失引当金 1,151 984
ポイント引当金 42 48
繰延税金負債 6,783 6,765
再評価に係る繰延税金負債 4,472 4,377
支払承諾 6,090 5,717
負債の部合計 2,948,892 2,843,977
（純資産の部）
資本金 25,000 25,000
資本剰余金 9,699 9,699
利益剰余金 85,249 88,766
自己株式 △� 1,065 △� 890
株主資本合計 118,883 122,574
その他有価証券評価差額金 26,456 28,054
繰延ヘッジ損益 △� 3,469 △� 6,071
土地再評価差額金 9,086 8,915
退職給付に係る調整累計額 △� 519 △� 993
その他の包括利益累計額合計 31,553 29,905
新株予約権 100 100
非支配株主持分 127 130
純資産の部合計 150,663 152,711
負債及び純資産の部合計 3,099,556 2,996,688

中間連結損益計算書� （金額単位：百万円）

期間別

科目

前中間連結会計期間
（ 自　2018年4月 1日
至　2018年9月30日 ）

当中間連結会計期間
（ 自　2019年4月 1日
至　2019年9月30日 ）

金 額 金 額

経常収益 22,053 20,920
資金運用収益 16,189 13,885
（うち貸出金利息） （10,063） （9,909）
（うち有価証券利息配当金） （6,057） （3,934）
役務取引等収益 3,286 3,529
その他業務収益 667 845
その他経常収益 1,909 2,659
経常費用 16,367 16,558
資金調達費用 1,548 1,519
（うち預金利息） （389） （276）
役務取引等費用 1,150 1,171
その他業務費用 1,034 152
営業経費 12,367 12,118
その他経常費用 265 1,596
経常利益 5,686 4,361
特別利益 9 ―
固定資産処分益 9 ―
特別損失 41 62
固定資産処分損 6 22
減損損失 35 39
税金等調整前中間純利益 5,654 4,299
法人税、住民税及び事業税 1,134 854
法人税等調整額 521 141
法人税等合計 1,656 995
中間純利益 3,997 3,303
非支配株主に帰属する中間純利益又は
非支配株主に帰属する中間純損失（△） △� 0 1

親会社株主に帰属する中間純利益 3,997 3,302

中間連結包括利益計算書� （金額単位：百万円）

期間別

科目

前中間連結会計期間
（ 自　2018年4月 1日
至　2018年9月30日 ）

当中間連結会計期間
（ 自　2019年4月 1日
至　2019年9月30日 ）

金 額 金 額

中間純利益 3,997 3,303
その他の包括利益 △� 642 1,970
その他有価証券評価差額金 △� 1,355 2,777
繰延ヘッジ損益 721 △� 874
退職給付に係る調整額 65 16
持分法適用会社に対する持分相当額 △� 74 51
中間包括利益 3,355 5,274
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 3,355 5,272
非支配株主に係る中間包括利益 △� 0 1

当行は、中間連結財務諸表につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査証
明を受けております。
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中間連結株主資本等変動計算書　 � （金額単位：百万円）

前中間連結会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持分 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 25,225 △� 5,196 8,899 △� 1,009 27,918 100 130 148,041
当中間期変動額
剰余金の配当 △� 638
親会社株主に帰属する
中間純利益 3,302
自己株式の取得 △� 0
自己株式の処分 35
土地再評価差額金の取崩 △� 16
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,829 △� 874 16 16 1,986 ― 0 1,987
当中間期変動額合計 2,829 △� 874 16 16 1,986 ― 0 4,669
当中間期末残高 28,054 △� 6,071 8,915 △� 993 29,905 100 130 152,711

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 25,000 9,699 86,144 △� 952 119,892
当中間期変動額
剰余金の配当 △� 638 △� 638
親会社株主に帰属する
中間純利益 3,302 3,302
自己株式の取得 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 26 61 35
土地再評価差額金の取崩 △� 16 △� 16
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 ― ― 2,621 61 2,682
当中間期末残高 25,000 9,699 88,766 △� 890 122,574

当中間連結会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持分 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 27,886 △� 4,191 9,088 △� 585 32,197 175 128 147,913
当中間期変動額
剰余金の配当 △� 642
親会社株主に帰属する
中間純利益 3,997
自己株式の取得 △� 0
自己株式の処分 114
土地再評価差額金の取崩 2
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △� 1,429 721 △� 2 65 △� 644 △� 74 △� 1 △� 720
当中間期変動額合計 △� 1,429 721 △� 2 65 △� 644 △� 74 △� 1 2,749
当中間期末残高 26,456 △� 3,469 9,086 △� 519 31,553 100 127 150,663

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 25,000 9,699 81,975 △� 1,262 115,412
当中間期変動額
剰余金の配当 △� 642 △� 642
親会社株主に帰属する
中間純利益 3,997 3,997
自己株式の取得 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 83 197 114
土地再評価差額金の取崩 2 2
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 ― ― 3,273 196 3,470
当中間期末残高 25,000 9,699 85,249 △� 1,065 118,883
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中間連結キャッシュ・フロー計算書� （金額単位：百万円）

期間別

科目

前中間連結会計期間
（ 自　2018年4月 1日
至　2018年9月30日 ）

当中間連結会計期間
（ 自　2019年4月 1日
至　2019年9月30日 ）

金 額 金 額
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 5,654 4,299
減価償却費 1,194 1,178
減損損失 35 39
持分法による投資損益（△�は益） △� 75 △� 36
貸倒引当金の増減（△�） △� 90 128
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △� 200 △� 454
退職給付に係る負債の増減額（△�は減少） △� 708 △� 0
役員退職慰労引当金の増減額（△�は減少） △� 8 △� 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△�） △� 181 △� 144
ポイント引当金の増減額（△�は減少） 3 △� 4
資金運用収益 △� 16,189 △� 13,885
資金調達費用 1,548 1,519
有価証券関係損益（△�） △� 747 △� 1,183
金銭の信託の運用損益（△�は運用益） 0 △� 103
為替差損益（△�は益） △� 2 △� 3
固定資産処分損益（△�は益） △� 2 22
貸出金の純増（△�）減 △� 18,504 19,383
預金の純増減（△�） △� 10,317 △� 40,196
譲渡性預金の純増減（△�） 52,590 △� 44,569
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△�） △� 6,655 △� 13,457
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△�）減 61 △� 1,760
コールローン等の純増（△�）減 5,745 784
商品有価証券の純増（△�）減 △� 31 △� 0
コールマネー等の純増減（△�） 3,763 10,330
債券貸借取引受入担保金の純増減（△�） 38,967 △� 11,589
外国為替（資産）の純増（△�）減 △� 382 3,417
外国為替（負債）の純増減（△�） △� 2 138
資金運用による収入 14,640 14,621
資金調達による支出 △� 1,667 △� 1,549
その他 △� 31,119 3,369
小計 37,317 △� 69,706
法人税等の支払額 △� 1,561 △� 613
営業活動によるキャッシュ・フロー 35,756 △� 70,320
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 △�131,288 △�133,018
有価証券の売却による収入 90,842 38,512
有価証券の償還による収入 41,392 72,144
有形固定資産の取得による支出 △� 586 △� 313
有形固定資産の売却による収入 29 ―
無形固定資産の取得による支出 △� 425 △� 229
資産除去債務の履行による支出 △� 1 △� 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 37 △� 22,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出 △� 5,000 ―
配当金の支払額 △� 640 △� 639
非支配株主への配当金の支払額 △� 1 △� 1
自己株式の取得による支出 △� 0 △� 0
自己株式の売却による収入 28 35
リース債務の返済による支出 △� 176 △� 171
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 5,790 △� 777
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 3
現金及び現金同等物の増減額（△�は減少） 29,931 △� 94,003
現金及び現金同等物の期首残高 266,271 346,928
現金及び現金同等物の中間期末残高 296,203 252,925
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注記事項
（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）

1.�連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社　　　4社

会社名　　四銀代理店株式会社
　　　　　四国保証サービス株式会社
　　　　　四銀コンピューターサービス株式会社
　　　　　株式会社四銀地域経済研究所

（2）非連結子会社　　1社
会社名　　しぎん地域活性化投資事業有限責任組合
　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う
額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持
分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政
状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏
しいため、連結の範囲から除外しております。

2.�持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社　　0社
（2）持分法適用の関連会社　　　　1社

会社名　　四銀総合リース株式会社
（3）持分法非適用の非連結子会社　1社

会社名　　しぎん地域活性化投資事業有限責任組合
(4）持分法非適用の関連会社　　　　2社

会社名　　高知県観光活性化投資事業有限責任組合
　　　　　四国アライアンスキャピタル株式会社
　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益（持分に
見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計
額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連
結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いてお
ります。

3.�連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
９月末日　4社

4.�会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）
により行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）�　�有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法

による償却原価法（定額法）により行うこととしており、持分法
非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その
他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に
基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を
把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平
均法による原価法により行っております。
�　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入
法により処理しております。

（ロ）�　�有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信
託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行
っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に�
取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以後に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価
償却費見積額を期間により按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物　　19年〜50年
　その他　��5年〜15年
　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づ
き、主として定率法により償却しております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用の
ソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間
（5年）に基づいて償却しております。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の
リース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しており
ます。なお、残存価額については、零としております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のと
おり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下
「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以
下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに
記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権につ
いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。
　貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務
者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ
ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシ
ュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権
の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積
法）により計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算
出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産
査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査し
ております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について
は、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額
を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、
その金額は8,934百万円であります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等
を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しておりま
す。

（6）役員退職慰労引当金の計上基準
　連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備
えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会
計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

（7）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金
者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失
を見積もり、必要と認める額を計上しております。

（8）ポイント引当金の計上基準
　ポイント引当金は、クレジットカードの将来のポイント利用による費
用負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要
と認める額を計上しております。

（9）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間
末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっており
ます。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次の
とおりであります。
　　過去勤務費用：　　　�その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法により費
用処理

　　数理計算上の差異：　�各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（10年）による定
額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理

　なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（10）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算
額を付しております。

（11）重要なヘッジ会計の方法
（イ）�金利リスク・ヘッジ

�　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会
計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は当行の
有価証券等会計基準に則り、ヘッジ対象である一部の貸出金及び
有価証券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段とし
て各取引ごとに金利スワップ取引を行う「個別ヘッジ」を実施し
ております。ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、
ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているか
どうかを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。

（ロ）��為替変動リスク・ヘッジ
�　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対す
るヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処
理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
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種別監査委員会報告第25号　平成14年7月29日）に規定する繰
延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の
為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替
スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在す
ることを確認することによりヘッジの有効性を評価しておりま
す。

（12）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結
貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であ
ります。

（13）消費税等の会計処理
　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっております。

（中間連結貸借対照表関係）
当中間連結会計期間（2019年9月30日）
� ※1.� 　非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
� � 　株式� 3,673百万円
� � 　出資金� 298百万円
� ※2.� 　貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
� � 　破綻先債権額� 616百万円
� � 　延滞債権額� 34,593百万円
� � �　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して�

いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな�
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を�
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令�
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又
は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

� � �　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

� ※3.� �　貸出金のうち、3カ月以上延滞債権はありません。
� � �　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の

翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

� ※4.� 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
� � 　貸出条件緩和債権額� 3,387百万円
� � �　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

� ※5.� �　破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債
権額の合計額は次のとおりであります。

� � 　合計額� 38,597百万円
� � �　なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。
� ※6.� �　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及

び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号�
平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替
等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお
りますが、その額面金額は次のとおりであります。� 8,753百万円

� ※7.� 　担保に供している資産は次のとおりであります。
� � 　担保に供している資産
� � 　　有価証券� 156,953百万円
� � 　　　計� 156,953百万円
� � 　担保資産に対応する債務
� � 　　預金� 5,582百万円
� � 　　債券貸借取引受入担保金� 67,754百万円
� � 　　借用金� 61,399百万円
� � �　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用

として、次のものを差し入れております。
� � 　有価証券� 13,134百万円
� � �　また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金、

中央清算機関差入証拠金及び保証金等が含まれておりますが、その金額は
次のとおりであります。

� � 　先物取引差入証拠金� 11百万円
� � 　金融商品等差入担保金� 7,639百万円
� � 　中央清算機関差入証拠金� 78,000百万円
� � 　保証金等� 723百万円

� ※8.� �　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反
がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

� � 　融資未実行残高� 546,470百万円
うち原契約期間が1年以内のもの又は
任意の時期に無条件で取消可能なもの 533,682百万円

� � �　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フロー
に影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢
の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し
込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条
項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有
価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。

� ※9.� �　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基
づき、当行の事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価
差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。

� � 　再評価を行った年月日　　1998年3月31日
� � 　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
� � 　�　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第

119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条
に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する
ために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて、奥行価格補正等合
理的な調整を行って算出。

� � �　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の中間連結会計期間
末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額
との差額� 10,643百万円

� ※10.�　有形固定資産の減価償却累計額
� � 　減価償却累計額� 28,555百万円
� ※11.��　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付さ

れた劣後特約付借入金が含まれております。
� � 　劣後特約付借入金� 5,000百万円
� ※12.��　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第

3項）による社債に対する保証債務の額� 26,318百万円

（中間連結損益計算書関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
� ※1.� �　その他経常収益には、次のものを含んでおります。
� � 　償却債権取立益� 932百万円
� � 　株式等売却益� 1,208百万円
� ※2.� �　営業経費には、次のものを含んでおります。
� � 　給与・手当� 5,139百万円
� ※3.� �　その他経常費用には、次のものを含んでおります。
� � 　貸倒引当金繰入額� 658百万円
� � 　貸出金償却� 99百万円
� � 　株式等売却損� 84百万円
� � 　株式等償却� 617百万円
� ※4.� 減損損失
� � �　継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの減少等により投資額

の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して
おります。
（高知県内） 　 　

主な用途 種類 減損損失（百万円）
営業店舗1カ店 建物 3

（高知県外） 　 　
主な用途 種類 減損損失（百万円）

遊休資産2カ所 土地及び建物 36
（うち土地� 20）
（うち建物� 16）

� � �　営業店舗については、管理会計において継続的な収支の把握を行ってい
る単位である各営業店（ただし、連携して営業を行っている営業店グルー
プは当該各グループ）を、また遊休資産等については、将来の処分が意思
決定された資産グループも含めて各資産をグルーピングの最小単位として
おります。また、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングを行
っております。

� � �　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、主として鑑定評価額等に基
づき算定した正味売却価額等によっております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
　1.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株） 摘要

発行済株式 　 　 　 　 　
　普通株式 42,900 ― ― 42,900
自己株式 　
　普通株式 464 0 37 427（注）1、（注）2
　（注）� 1.� �当中間連結会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
� � 2.� �当中間連結会計期間減少自己株式数は、譲渡制限付株式の割当によるものであります。

　2.　�新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の
内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会計
期間末残高
（百万円）

摘要当連結会計
年度期首

当中間連結会計期間 当中間連結
会計期間末増加 減少

当行
ストック・
オプション
としての
新株予約権

― 100

合計 ― 100

　3.　�配当に関する事項
（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2019年6月27日
定時株主総会 普通株式 638 15.00 2019年3月31日 2019年6月28日

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が
当中間連結会計期間の末日後となるもの

（決議） 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の
原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年11月8日
取締役会 普通株式 638 利益剰余金 15.00 2019年9月30日 2019年12月6日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
� ※1.� �　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係
現金預け金勘定 254,912百万円
その他預け金 △� 1,986百万円
現金及び現金同等物 252,925百万円

（リース取引関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
　1.　�ファイナンス・リース取引
　所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）�リース資産の内容
　有形固定資産
　　主として、現金自動設備及び事務機器であります。

（2）リース資産の減価償却の方法
　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４.�会計方針
に関する事項」の「（4）�固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりで
あります。

　2.　�オペレーティング・リース取引
　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 百万円 122
１年超 百万円 411

合計 百万円 533

（金融商品関係）
当中間連結会計期間（2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には
含めておりません（（注2）参照）。

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（1）現金預け金 254,912 254,912 ―
（2）コールローン及び買入手形 5,726 5,726 ―
（3）買入金銭債権 11,178 11,178 ―
（4）商品有価証券

売買目的有価証券 5 5 ―
（5）金銭の信託 1,103 1,103 ―
（6）有価証券

その他有価証券 822,468 822,468 ―
（7）貸出金 1,754,808

　貸倒引当金（＊1） △� 19,008
1,735,800 1,767,239 31,438

（8）外国為替（＊1） 5,299 5,299 ―
資産計 2,836,494 2,867,932 31,438
（1）預金 2,601,755 2,601,836 80
（2）譲渡性預金 34,497 34,498 0
（3）コールマネー及び売渡手形 12,660 12,660 ―
（4）債券貸借取引受入担保金 67,754 67,754 ―
（5）借用金 68,373 68,378 4
（6）外国為替 143 143 ―
負債計 2,785,184 2,785,271 86
デリバティブ取引（＊2）
ヘッジ会計が適用されていないもの (132) (132) ―
ヘッジ会計が適用されているもの (7,216) (7,216) ―
デリバティブ取引計 (7,349) (7,349) ―
　（＊1）��貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しておりま

す。なお、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいた
め、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

　（＊2）��その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示して
おります。

� �デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示してお
り、合計で正味の債務となる項目については（　）で表示しております。

（注1）金融商品の時価算定方法
資産
（1）現金預け金
　満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。

（2）コールローン及び買入手形
　これらは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。

（3）買入金銭債権
　約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。

（4）商品有価証券
　ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、日
本証券業協会の公表する価格等を時価としております。

（5）金銭の信託
　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産とし
て運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証
券業協会の公表する価格等を時価とすることとしております。また、コール
ローン及び金融機関預け金については、約定期間が短期間又は満期がなく、
時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。

（6）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表する価格等を時価とし
ております。上場投資信託は取引所の価格、非上場投資信託は投資信託委託
会社の公表する基準価格等を時価としております。
　自行保証付私募債は将来キャッシュ・フローを見積もり、市場金利に内部
格付及び担保等を反映した信用コスト率を加えた割引率で割り引いた額を時
価としております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の発行す
る私募債については、担保及び保証による回収見込額等を時価としておりま
す。
　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券
関係）」に記載しております。

20 Shikoku Bank, 2019 

連結情報（中間連結財務諸表）

010_0250828082001.indd   20 2020/01/08   14:18:46



（7）貸出金
　貸出金は将来キャッシュ・フローを見積もり、市場金利に内部格付及び担
保等を反映した信用コスト率を加えた割引率で割り引いた額を時価としてお
ります。外貨貸出金については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映
するため、貸出先の信用状態が融資実行後大きく異なっていない限り時価と
帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当
座貸越は、返済期限を設けているものを除き、帳簿価額を時価としておりま
す。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担
保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、
時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸
倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており
ます。

（8）外国為替
　外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅
行小切手等（買入外国為替）、輸入手形による手形貸付（取立外国為替）で
あります。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が短期間であり、そ
れぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。

負債
（1）預金、及び（2）譲渡性預金
　要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿
価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価については、将来
のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引
率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。外貨預
金及び非居住者円預金については、約定期間が短期間であり、時価と帳簿価
額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3）コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金
　これらは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。

（5）借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、ま
た、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価
額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを算出し、当行が新規に借
入する場合に適用される金利で割り引いた額を時価としております。

（6）外国為替
　外国為替のうち、売渡外国為替及び未払外国為替は、外貨の売渡しや海外
からの被仕向送金で支払銀行や顧客への決済が未了となっているもので、短
期間で決済されるものであります。これらの時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しております。

（注2�）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対
照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（6）有価証券」
には含まれておりません。

区分 当中間連結会計期間
（2019年9月30日）

①�非上場株式（＊1）（＊2） 百万円 6,811
②�非上場外国証券（＊1） 百万円 1
③�非連結子会社出資金（＊1） 百万円 298
④�関連会社株式（＊1） 百万円 3,673
⑤�投資事業組合出資金（＊3） 百万円 4,665

合計 百万円 15,450
　（＊1）��非上場株式、非上場外国証券、非連結子会社出資金及び関連会社株式に

つきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから時価開示の対象とはしておりません。

　（＊2）��当中間連結会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行
っております。

　（＊3）��投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握する
ことが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、
時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)
※�「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項と
して記載しております。
当中間連結会計期間（2019年９月30日）
１.　満期保有目的の債券
　　該当事項はありません。

２.　その他有価証券

種類 中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えるもの

株式 36,368 18,704 17,663
債券 480,425 467,295 13,129
国債 130,511 120,244 10,267
地方債 194,426 193,071 1,354
短期社債 ― ― ―
社債 155,487 153,980 1,507

その他 222,170 208,365 13,805
小計 738,964 694,365 44,598

中間連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えないもの

株式 12,532 16,122 △� 3,590
債券 55,629 55,830 △� 200
国債 13,144 13,268 △� 123
地方債 36,795 36,833 △� 37
短期社債 ― ― ―
社債 5,689 5,729 △� 39

その他 15,341 15,723 △� 382
小計 83,503 87,677 △� 4,173

合計 822,468 782,043 40,425

３.　減損処理を行った有価証券
　�　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なもの
を除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、
時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当
該時価をもって中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とすると
ともに、評価差額を当中間連結会計期間（連結会計年度）の損失として処理（以
下「減損処理」という。）しております。
　�　当中間連結会計期間における減損処理額は、株式616百万円であります。
　�　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期
間末前（連結会計年度末前）１カ月の平均の時価が取得原価に比べて50％以上
下落した場合は、全銘柄を著しい下落と判定し、30％以上50％未満下落した場
合は、発行会社の信用リスク（自己査定における債務者区分・外部格付）を勘
案し、過去の株価動向及び業績推移等により判定しております。

(金銭の信託関係)
当中間連結会計期間（2019年９月30日）
　１.　満期保有目的の金銭の信託
　　　該当事項はありません。

　２.　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
　　　該当事項はありません。

（その他有価証券評価差額金）
当中間連結会計期間（2019年9月30日）
　中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次
のとおりであります。

金額（百万円）
評価差額 40,153
　その他有価証券 40,153
（△）�繰延税金負債 12,319
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 27,834
（△）�非支配株主持分相当額 ―
（＋）�持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
評価差額金のうち親会社持分相当額 220

その他有価証券評価差額金 28,054
　（注）� �投資事業有限責任組合等に係る評価差額5百万円については、「評価差額」

の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
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（デリバティブ取引関係）
当中間連結会計期間（2019年9月30日）
　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
�　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物
の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元
本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであ
ります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係
る市場リスクを示すものではありません。
（1）金利関連取引
　該当事項はありません。

（2）通貨関連取引

区分 種類 契約額等
（百万円）

契約額等のうち
1年超のもの
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

金融
商品
取引所

通貨先物
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
通貨オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―

店頭

通貨スワップ 95,282 63,079 5 5
為替予約
　売建 39,734 5 △� 57 △� 57
　買建 8,546 5 △� 81 △� 81
通貨オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
その他
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
合計 ― ― △� 132 △� 132

　（注）� 1. �上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書
に計上しております。

� 2. �時価の算定
� 割引現在価値等により算定しております。
（3）株式関連取引
　該当事項はありません。

（4）債券関連取引
　該当事項はありません。

（5）商品関連取引
　該当事項はありません。

（6）クレジット・デリバティブ取引
　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
　1.　�ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

　2.　�ストック・オプションの内容
　該当事項はありません。

（資産除去債務関係）
当中間連結会計期間（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）
　資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（賃貸等不動産関係）
当中間連結会計期間（2019年9月30日）
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）
1.　1株当たり純資産額及び算定上の基礎

当中間連結会計期間
（2019年9月30日）

1株当たり純資産額 　3,590円08銭
（算定上の基礎）
純資産の部の合計額 百万円 152,711
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 230
うち新株予約権 百万円 100
うち非支配株主持分 百万円 130
普通株式に係る中間期末の純資産額 百万円 152,480
1株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末の普通株式の数 千株 42,472

2.�　1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中
間純利益及び算定上の基礎

当中間連結会計期間
（自�2019年4月1日�至�2019年9月30日）

（1）1株当たり中間純利益 77円80銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 3,302
普通株主に帰属しない金額 百万円 ―
普通株式に係る親会社株主に
帰属する中間純利益 百万円 3,302

普通株式の期中平均株式数 千株 42,445
（2）潜在株式調整後1株当たり中間純利益 77円64銭

（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する
中間純利益調整額 百万円 ―

普通株式増加数 千株 88
うち新株予約権 千株 88

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり中間純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要

―

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。　
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リスク管理債権額� （金額単位：百万円）

区　　　分 2018年9月期末 2019年9月期末
破綻先債権 528 616
延滞債権 35,653 34,593
3カ月以上延滞債権 ― ―
貸出条件緩和債権 3,376 3,387

合計 39,558 38,597

セグメント情報� （金額単位：百万円）

　前・当中間連結会計期間
　連結会社は一部で銀行業以外の事業を営んでおりますが、それらの事業は量的に重要性が乏しく、報告セグメントは銀行単一とな
るため、記載を省略しております。
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