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第４ 【経理の状況】

１．当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成29年４月１日 至平

成29年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

現金預け金 694,588 698,125

有価証券 77,866 72,112

貸出金 ※1 19,829 ※1 21,187

外国為替 － 0

ＡＴＭ仮払金 89,286 116,908

その他資産 15,064 16,434

有形固定資産 25,740 24,461

無形固定資産 34,473 34,719

退職給付に係る資産 183 199

繰延税金資産 790 791

貸倒引当金 △30 △29

資産の部合計 957,792 984,910

負債の部

預金 571,510 588,365

譲渡性預金 800 800

コールマネー 10,000 40,000

借用金 10,000 10,000

社債 110,000 80,000

ＡＴＭ仮受金 37,763 48,227

その他負債 16,992 16,443

賞与引当金 471 750

退職給付に係る負債 1 1

繰延税金負債 1,170 937

負債の部合計 758,710 785,525

純資産の部

資本金 30,572 30,572

資本剰余金 30,554 30,554

利益剰余金 132,093 133,208

自己株式 △0 △0

株主資本合計 193,221 194,336

その他有価証券評価差額金 217 277

為替換算調整勘定 5,012 4,138

退職給付に係る調整累計額 73 77

その他の包括利益累計額合計 5,303 4,493

新株予約権 533 533

非支配株主持分 22 21

純資産の部合計 199,081 199,384

負債及び純資産の部合計 957,792 984,910

決算短信（宝印刷） 2017年08月08日 13時20分 16ページ（Tess 1.50(64) 20170306_01）



― 13 ―

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

経常収益 30,427 30,963

資金運用収益 668 807

（うち貸出金利息） 627 773

（うち有価証券利息配当金） 12 7

役務取引等収益 29,617 30,090

（うちＡＴＭ受入手数料） 28,132 28,509

その他業務収益 55 59

その他経常収益 86 6

経常費用 21,012 21,059

資金調達費用 258 192

（うち預金利息） 93 45

役務取引等費用 5,787 5,929

（うちＡＴＭ設置支払手数料） 4,698 4,753

（うちＡＴＭ支払手数料） 394 421

営業経費 14,918 14,935

その他経常費用 48 1

経常利益 9,415 9,904

特別損失 35 15

固定資産処分損 35 15

税金等調整前四半期純利益 9,380 9,888

法人税、住民税及び事業税 2,821 3,338

法人税等調整額 162 △223

法人税等合計 2,984 3,114

四半期純利益 6,395 6,774

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,396 6,774
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 6,395 6,774

その他の包括利益 △1,284 △811

その他有価証券評価差額金 △157 60

為替換算調整勘定 △1,132 △875

退職給付に係る調整額 6 3

四半期包括利益 5,111 5,962

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,113 5,964

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △1
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度
（平成29年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

破綻先債権額 1百万円 1百万円

延滞債権額 64百万円 59百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 －百万円 －百万円

合計額 65百万円 61百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

減価償却費 4,576百万円 4,208百万円

のれんの償却額 254百万円 250百万円

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

　

１．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 配当の原資

平成28年５月25日
取締役会

普通株式 5,359 4.50 平成28年３月31日 平成28年６月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　 該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

　

１．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 配当の原資

平成29年５月26日
取締役会

普通株式 5,659 4.75 平成29年３月31日 平成29年６月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金
額

円 5.37 5.68

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 6,396 6,774

　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
帰属する四半期純利益

百万円 6,396 6,774

普通株式の期中平均株式数 千株 1,191,140 1,191,527

（2）潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 5.36 5.67

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額

百万円 － －

普通株式増加数 千株 2,265 2,228

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度

末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

期末配当

平成29年５月26日開催の取締役会において、平成29年３月31日を基準日とする剰余金の配当（第16期の期末配

当）につき、次のとおり決議いたしました。

　配当金の総額 5,659百万円

　１株当たりの金額 ４円75銭
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