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1.  平成26年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(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－期末少数株主持分）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 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期中間期 23,845 △14.3 6,421 133.8 4,221 162.5
25年3月期中間期 27,854 6.5 2,746 △51.0 1,608 △55.2

（注）包括利益 26年3月期中間期 3,560百万円 （―％） 25年3月期中間期 △1,683百万円 （―％）

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

26年3月期中間期 19.55 19.52
25年3月期中間期 7.44 7.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 2,754,596 114,450 4.0
25年3月期 2,704,941 111,523 4.0
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  111,563百万円 25年3月期  108,860百万円

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

25年3月期 ― 2.50 ― 3.00 5.50
26年3月期 ― 2.50
26年3月期（予想） ― 3.00 5.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  有   

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 44,000 △10.1 8,900 △1.0 5,000 22.1 23.16



(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

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   ：  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） 26年3月期中間期 218,500,000 株 25年3月期 218,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 2,669,377 株 25年3月期 2,654,702 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 215,838,140 株 25年3月期中間期 215,878,274 株

（個別業績の概要） 

1.  平成26年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期中間期 23,615 △14.7 6,123 137.5 4,206 163.6
25年3月期中間期 27,710 6.4 2,578 △52.4 1,595 △55.3

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 19.47
25年3月期中間期 7.38

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 2,753,539 111,586 4.0
25年3月期 2,704,015 108,885 4.0
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  111,529百万円 25年3月期  108,852百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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。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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付書類】３ページ「１．当中間決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

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 43,700 △10.1 8,700 0.4 5,000 23.2 23.15
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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、海外経済の持ち直しや円安等を追い風として輸出や生産が緩やかに増加し、 

企業業績の改善に伴い設備投資は持ち直しの動きとなり、住宅、個人消費も持ち直しの動きが続く等、

景気は緩やかな回復基調となりました。 

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も、生産や設備投資は持ち直しの動きとなり、

個人消費は緩やかに持ち直しつつある等、景気は緩やかな回復の動きとなりました。 

金融面では、円・ドル相場は期首の 93 円台から一時 103 円台まで円安が進行しましたが、期末には

98 円台となりました。日経平均株価も期首の１万２千円台から一時１万５千円台まで上昇し、期末には

１万４千円台となりました。一方で、長期金利は期首の 0.5％台から 0.9％台まで上昇しましたが、期末

には 0.6％台となりました。 

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、国債等債券売却益の減少等により、前年同期比 40 億９百万円減少し 238 億 45 百万円と

なりました。経常費用は、株式等償却や貸倒引当金繰入額の減少等により、前年同期比 76 億 85 百万円

減少し 174 億 23 百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比 36 億 75 百万円増加し 64 億

21 百万円となりました。中間純利益は、前年同期比 26億 13 百万円増加し 42 億 21 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の増加やその他有価証券評価差額金等その他の包括

利益の改善により、前年同期比 52 億 43 百万円増加し 35 億 60 百万円となりました。 

 

（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、個人預金、法人預金、譲渡性預金の増加等

により、前年度末比 249 億円増加し２兆 5,070 億円となりました。また、公共債・投資信託・個人年金

保険等の預り資産は、公共債の減少等により、前年度末比 30 億円減少し 3,072 億円となりました。貸出

金は、事業性貸出金の減少等により、前年度末比 305 億円減少し１兆 5,473 億円となりました。有価証

券は、国債の売却等により、前年度末比 58 億円減少し 7,763 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 0.42 ポイント上昇し、10.92％

となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

      平成26年３月期通期の業績予想につきましては、下記のとおり修正いたします。詳細につきましては、

本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しております。 

    

平成 26 年３月期通期業績予想の修正             （単位：百万円） 

  
経常収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （Ａ） 41,200 6,000 3,200 

今回修正予想 （Ｂ） 44,000 8,900 5,000 

増減額 （Ｂ－Ａ） 2,800 2,900 1,800 

 

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 

      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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（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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