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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）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 23,405 5.5 6,285 35.6 3,906 37.2
25年3月期中間期 22,172 △5.6 4,632 13.2 2,845 20.4

（注）包括利益 26年3月期中間期 2,903百万円 （△31.6％） 25年3月期中間期 4,250百万円 （△2.4％）

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 214.74 206.26
25年3月期中間期 154.98 147.63

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 3,257,714 167,633 5.1
25年3月期 3,507,307 167,960 4.7
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  167,578百万円 25年3月期  167,960百万円

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  
 25年3月期の期末配当金には創立80周年記念配当5円00銭を含んでおります。 

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 ― 30.00 ― 35.00 65.00
26年3月期 ― 30.00
26年3月期（予想） ― 30.00 60.00

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   

経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,000 △4.5 6,700 4.4 377.28
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(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）当行は、取締役会決議に基づき、平成25年9月30日付で自己株式600,000株を消却しております。 

※  注記事項

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 18,497,786 株 25年3月期 19,097,786 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 739,132 株 25年3月期 738,837 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 18,192,097 株 25年3月期中間期 18,359,421 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 23,374 5.5 6,256 36.0 3,879 37.9
25年3月期中間期 22,135 △5.7 4,598 12.4 2,813 18.9

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 213.24
25年3月期中間期 153.20

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 3,257,331 167,067 5.1
25年3月期 3,506,949 167,423 4.7
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  167,012百万円 25年3月期  167,423百万円

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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)本資料に記載されている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 
 の実現を約束する趣旨の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。 
(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。 

経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,000 △4.2 6,700 4.9 377.23
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１． 当中間期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する説明 

平成 25 年度上期のわが国経済の動向をみますと、震災からの復興需要や緊急経済対策など公共投

資の押し上げによる国内需要の増加に加え、海外経済の復調の動きと円安を追い風に輸出の持ち直し

が続くなど、内外需要の拡大により景気回復基調が明確となりました。 

この間の需要項目の動きをみますと、個人消費は円安・株高を背景とした景気好転への期待感から

消費者マインドが高まり堅調な動きとなったほか、公共投資は政府の緊急経済対策や復興関連工事の

本格化に伴う増勢が続き、設備投資は建設や不動産、卸売・小売業などの非製造業が牽引し増加に転

じました。 

当行が主たる営業基盤とする岩手県の経済につきましては、雇用・所得環境の改善が遅れるなかで

個人消費に足踏みがみられたものの、公共投資は復興関連工事を中心に引き続き増加基調で推移して

いるほか、住宅投資も沿岸部の復興需要などから震災前を上回る水準で推移するなど、全体として持

ち直しの動きが続きました。 

このような金融経済環境にありまして、当行は株主の皆さまとお取引先のご支援のもと、役職員が

一体となって収益力の強化と経営の効率化に努めました結果、次のような営業成績を収めることがで

きました。 

損益状況につきましては、経常収益は利回りの低下を主因に資金運用収益が減少したものの、預り

資産関連手数料などの役務取引等収益が増加したほか、与信費用の減少に伴い貸倒引当金戻入益を計

上したことなどもあって、前中間連結会計期間対比 12 億 33 百万円増の 234 億 5 百万円となりました｡ 

経常費用は、資金調達費用が横這いで推移し、経費は増加したものの、与信費用が大幅に減少した

ことや有価証券の減損が減少したことなどから、前中間連結会計期間対比 4 億 20 百万円減の 171 億

20 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対比 16 億 53 百万円増の 62 億 85 百万円、中間純利益

は、前中間連結会計期間対比 10 億 61 百万円増の 39 億 6 百万円となりました。 

（２）連結財政状態に関する説明 

預金等（譲渡性預金を含む）は、個人預金および法人預金が増加した一方で、公金預金および金融

機関預金が減少したことから、前連結会計年度末対比 2,689 億円減少し 9 月末残高は 3 兆 272 億円と

なりました。 

貸出金は、個人向け貸出が増加したものの、法人向け貸出および公共向け貸出が減少したことから、

前連結会計年度末対比 533 億円減少し 9 月末残高は 1 兆 5,578 億円となりました。 

有価証券は、運用資金の増加に伴い、国債を中心とした債券の買入れを増加させたことなどから、

前連結会計年度末対比 686 億円増加し 9 月末残高は 1 兆 3,078 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 

通期の業績予想につきましては、当中間期の実績および今後の見通しを勘案し、次のとおり修正い

たします。 

連結の業績予想は、連結経常利益 110 億円（当初予想対比＋23 億円）、連結当期純利益 67 億円（同

＋14 億円）を見込んでおります。 

また、単体の業績予想は、経常利益 110 億円（当初予想対比＋23 億円）、当期純利益 67 億円（同＋

14 億円）を見込んでおります。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当中間連結会計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 422,359 139,625

コールローン及び買入手形 190,000 215,000

買入金銭債権 17,382 7,705

商品有価証券 － 2

金銭の信託 4,984 4,968

有価証券 1,239,215 1,307,853

貸出金 1,611,240 1,557,871

外国為替 1,867 2,816

その他資産 9,084 8,246

有形固定資産 17,017 17,122

無形固定資産 2,741 2,586

繰延税金資産 6 7

支払承諾見返 5,180 5,985

貸倒引当金 △13,774 △12,076

資産の部合計 3,507,307 3,257,714

負債の部   

預金 3,023,896 2,815,578

譲渡性預金 272,278 211,647

コールマネー及び売渡手形 470 1,173

借用金 10,254 10,248

外国為替 － 2

新株予約権付社債 － 9,775

その他負債 16,564 25,399

役員賞与引当金 34 10

退職給付引当金 1,635 1,845

役員退職慰労引当金 420 9

睡眠預金払戻損失引当金 271 261

偶発損失引当金 213 200

繰延税金負債 8,127 7,945

支払承諾 5,180 5,985

負債の部合計 3,339,346 3,090,081

純資産の部   

資本金 12,089 12,089

資本剰余金 4,811 4,811

利益剰余金 123,720 123,949

自己株式 △4,125 △3,733

株主資本合計 136,496 137,117

その他有価証券評価差額金 31,988 30,844

繰延ヘッジ損益 △524 △383

その他の包括利益累計額合計 31,463 30,460

新株予約権 － 55

純資産の部合計 167,960 167,633

負債及び純資産の部合計 3,507,307 3,257,714
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

経常収益 22,172 23,405

資金運用収益 18,246 17,907

（うち貸出金利息） 11,195 10,443

（うち有価証券利息配当金） 6,737 7,159

役務取引等収益 3,189 3,501

その他業務収益 269 796

その他経常収益 467 1,199

経常費用 17,540 17,120

資金調達費用 924 923

（うち預金利息） 647 650

役務取引等費用 1,255 1,305

その他業務費用 713 380

営業経費 13,920 14,089

その他経常費用 726 421

経常利益 4,632 6,285

特別利益 4 9

固定資産処分益 4 9

特別損失 61 85

固定資産処分損 36 85

減損損失 25 －

税金等調整前中間純利益 4,575 6,208

法人税、住民税及び事業税 2,154 1,919

法人税等調整額 △424 382

法人税等合計 1,729 2,302

少数株主損益調整前中間純利益 2,845 3,906

少数株主利益 － －

中間純利益 2,845 3,906
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 2,845 3,906

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,612 △1,145

繰延ヘッジ損益 △207 141

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 1,405 △1,002

中間包括利益 4,250 2,903

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 4,250 2,903

少数株主に係る中間包括利益 － －
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 12,089 12,089

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 12,089 12,089

資本剰余金   

当期首残高 4,811 4,811

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,811 4,811

利益剰余金   

当期首残高 118,407 123,720

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

中間純利益 2,845 3,906

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 － △3,035

当中間期変動額合計 2,294 228

当中間期末残高 120,702 123,949

自己株式   

当期首残高 △4,122 △4,125

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － 3,035

当中間期変動額合計 △1 391

当中間期末残高 △4,124 △3,733

株主資本合計   

当期首残高 131,186 136,496

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

中間純利益 2,845 3,906

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

当中間期変動額合計 2,293 620

当中間期末残高 133,479 137,117
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,904 31,988

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,612 △1,144

当中間期変動額合計 1,612 △1,144

当中間期末残高 17,517 30,844

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △256 △524

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△207 141

当中間期変動額合計 △207 141

当中間期末残高 △463 △383

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 15,648 31,463

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,405 △1,002

当中間期変動額合計 1,405 △1,002

当中間期末残高 17,053 30,460

新株予約権   

当期首残高 － －

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

－ 55

当中間期変動額合計 － 55

当中間期末残高 － 55

純資産合計   

当期首残高 146,834 167,960

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

中間純利益 2,845 3,906

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,405 △947

当中間期変動額合計 3,698 △327

当中間期末残高 150,533 167,633
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４．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 422,359 139,625

コールローン 190,000 215,000

買入金銭債権 17,382 7,705

商品有価証券 － 2

金銭の信託 4,984 4,968

有価証券 1,238,864 1,307,477

貸出金 1,611,240 1,557,871

外国為替 1,867 2,816

その他資産 9,084 8,246

その他の資産 9,084 8,246

有形固定資産 17,017 17,122

無形固定資産 2,741 2,586

支払承諾見返 5,180 5,985

貸倒引当金 △13,774 △12,076

資産の部合計 3,506,949 3,257,331

負債の部   

預金 3,023,966 2,815,650

譲渡性預金 272,428 211,797

コールマネー 470 1,173

借用金 10,254 10,248

外国為替 － 2

新株予約権付社債 － 9,775

その他負債 16,539 25,375

未払法人税等 971 1,855

リース債務 3,097 3,153

資産除去債務 56 53

その他の負債 12,414 20,313

役員賞与引当金 34 10

退職給付引当金 1,624 1,834

役員退職慰労引当金 414 3

睡眠預金払戻損失引当金 271 261

偶発損失引当金 213 200

繰延税金負債 8,127 7,945

支払承諾 5,180 5,985

負債の部合計 3,339,526 3,090,263

純資産の部   

資本金 12,089 12,089

資本剰余金 4,811 4,811

資本準備金 4,811 4,811

利益剰余金 123,185 123,387

利益準備金 7,278 7,278

その他利益剰余金 115,907 116,109

固定資産圧縮積立金 874 874

別途積立金 106,080 110,080

繰越利益剰余金 8,952 5,154

自己株式 △4,120 △3,728

株主資本合計 135,965 136,559

その他有価証券評価差額金 31,981 30,836

繰延ヘッジ損益 △524 △383

評価・換算差額等合計 31,457 30,453

新株予約権 － 55

純資産の部合計 167,423 167,067

負債及び純資産の部合計 3,506,949 3,257,331
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

経常収益 22,135 23,374

資金運用収益 18,247 17,907

（うち貸出金利息） 11,195 10,443

（うち有価証券利息配当金） 6,737 7,160

役務取引等収益 3,181 3,493

その他業務収益 269 796

その他経常収益 437 1,176

経常費用 17,537 17,118

資金調達費用 924 923

（うち預金利息） 647 650

役務取引等費用 1,255 1,305

その他業務費用 713 380

営業経費 13,917 14,087

その他経常費用 726 421

経常利益 4,598 6,256

特別利益 4 9

特別損失 61 85

税引前中間純利益 4,541 6,179

法人税、住民税及び事業税 2,153 1,917

法人税等調整額 △426 382

法人税等合計 1,727 2,299

中間純利益 2,813 3,879
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（３）中間株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 12,089 12,089

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 12,089 12,089

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,811 4,811

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,811 4,811

資本剰余金合計   

当期首残高 4,811 4,811

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,811 4,811

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 7,278 7,278

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 7,278 7,278

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 917 874

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 917 874

別途積立金   

当期首残高 102,780 106,080

当中間期変動額   

別途積立金の積立 3,300 4,000

当中間期変動額合計 3,300 4,000

当中間期末残高 106,080 110,080

繰越利益剰余金   

当期首残高 6,928 8,952

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

別途積立金の積立 △3,300 △4,000

中間純利益 2,813 3,879

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 － △3,035

当中間期変動額合計 △1,037 △3,798

当中間期末残高 5,891 5,154
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 117,905 123,185

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

別途積立金の積立 － －

中間純利益 2,813 3,879

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 － △3,035

当中間期変動額合計 2,262 201

当中間期末残高 120,167 123,387

自己株式   

当期首残高 △4,117 △4,120

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － 3,035

当中間期変動額合計 △1 391

当中間期末残高 △4,119 △3,728

株主資本合計   

当期首残高 130,688 135,965

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

中間純利益 2,813 3,879

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

当中間期変動額合計 2,260 593

当中間期末残高 132,948 136,559
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,900 31,981

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,612 △1,145

当中間期変動額合計 1,612 △1,145

当中間期末残高 17,513 30,836

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △256 △524

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△207 141

当中間期変動額合計 △207 141

当中間期末残高 △463 △383

評価・換算差額等合計   

当期首残高 15,644 31,457

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,405 △1,003

当中間期変動額合計 1,405 △1,003

当中間期末残高 17,049 30,453

新株予約権   

当期首残高 － －

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

－ 55

当中間期変動額合計 － 55

当中間期末残高 － 55

純資産合計   

当期首残高 146,332 167,423

当中間期変動額   

剰余金の配当 △550 △642

中間純利益 2,813 3,879

自己株式の取得 △1 △2,643

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,405 △948

当中間期変動額合計 3,665 △355

当中間期末残高 149,998 167,067
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