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1. 平成28年3月期の連結業績（平成27年4月1日～平成28年3月31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。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期 46,522 4.7 11,187 △0.1 7,107 △3.3
27年3月期 44,420 △4.3 11,206 △13.2 7,354 △4.7

（注）包括利益 28年3月期 1,605百万円 （△93.3％） 27年3月期 24,274百万円 （206.7％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

28年3月期 400.26 359.19 3.6 0.3 24.0
27年3月期 414.15 371.87 4.0 0.3 25.2

（参考） 持分法投資損益 28年3月期 30百万円 27年3月期 17百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

28年3月期 3,514,347 193,097 5.4 10,867.07
27年3月期 3,545,984 192,693 5.4 10,846.26

（参考） 自己資本 28年3月期 192,951百万円 27年3月期 192,594百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

28年3月期 44,565 57,233 △1,772 352,514
27年3月期 △34,716 △2,057 △1,583 252,468

2. 配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

27年3月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00 1,154 15.6 0.6
28年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 1,243 17.4 0.6
29年3月期(予想) ― 35.00 ― 35.00 70.00 13.8

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,200 △48.7 6,500 54.8 366.08
通期 7,000 △37.4 9,000 26.6 506.88



※ 注記事項
(1) 期中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Ｐ.13「（５）連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期 18,497,786 株 27年3月期 18,497,786 株
② 期末自己株式数 28年3月期 742,221 株 27年3月期 740,989 株
③ 期中平均株式数 28年3月期 17,756,208 株 27年3月期 17,757,249 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成28年3月期の個別業績（平成27年4月1日～平成28年3月31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 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期 46,484 4.7 11,161 △0.2 7,081 △3.5
27年3月期 44,392 △4.2 11,185 △13.0 7,338 △4.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

28年3月期 398.77 357.86
27年3月期 413.24 371.06

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

28年3月期 3,516,745 194,038 5.5 10,918.77
27年3月期 3,545,706 192,144 5.4 10,814.05

（参考） 自己資本 28年3月期 193,891百万円 27年3月期 192,045百万円

2. 平成29年 3月期の個別業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査

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
本資料に掲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。
業績予想の前提となる仮定等については、添付資料Ｐ．２「（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。

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

第2四半期(累計) 3,100 △50.2 2,400 △42.6 135.15
通期 6,700 △39.9 4,800 △32.2 270.30
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

当行では、平成 25 年度から 27 年度までの３年間を計画期間とする中期経営計画「いわぎんフロンティ

アプラン～復興と創造、豊かな未来へ～」の最終年度として、グループが一体となって地域の復興を強力

に支援するとともに、次世代を支える新たな産業の育成・振興に注力することにより、地域経済の復興・

発展に取組みました。この結果、当連結会計年度の経営成績は次のとおりとなりました。 

損益状況につきましては、経常収益は、利回りの低下により貸出金利息が減少したものの、国債や株式

等の売却益や有価証券利息配当金が増加したことなどにより、前期比 21 億２百万円増収の 465 億 22 百万

円となりました｡ 

経常費用は、物件費や退職給付費用等が減少した一方で、国債等債券償還損や貸倒引当金繰入額が増加

したことなどにより、前期比21億 21百万円増加の353億 34百万円となりました｡ 

この結果、経常利益は前期比 19 百万円減益の 111 億 87 百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利

益は前期比２億47百万円減益の71億７百万円となりました。 

平成 28 年度の業績見通しにつきましては、資金運用収益の減少や有価証券売却益の減少等を織り込み、

当行単体では、経常利益 67 億円、当期純利益 48 億円を予想しております。また、グループ全体では、平

成28年度当第１四半期中に持分法適用関連会社３社を子会社化することに伴う特別利益（負ののれん発生

益）等が計上される見込みであります。これにより、連結業績見通しにつきましては、経常利益 70 億円、

親会社株主に帰属する当期純利益90億円を予想しております。なお、負ののれん発生益等に係る金額およ

び会計処理については、確定次第、速やかにお知らせいたします。 

（２）財政状態に関する分析 

① 主要勘定 

預金等（譲渡性預金を含む）は、法人預金、個人預金がともに増加したものの、公金預金の減少額がこ

れを上回ったことから、期末残高は前期末比214億円減少し３兆2,483 億円となりました｡ 

また、預り資産は、公共債および投資信託の残高が減少したことから、前期末比 51 億円減少し、期末

残高は2,574億円となりました。 

貸出金は､法人向け貸出、個人向け貸出、地方公共団体向け貸出がいずれも増加したことから、前期末

比318億円増加し、１兆7,728 億円となりました｡ 

有価証券は、国債や社債などの債券の運用残高が減少したことなどから、前期末比615億円減少し、期

末残高は１兆3,212 億円となりました｡ 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

コールローンの減少や譲渡性預金の増加等により 445 億 65 百万円のプラスとなりました。投資活動によ

るキャッシュ・フローは、有価証券の売却および償還による収入等により 572 億 33 百万円のプラスとな

りました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により17億 72百万円のマイナ

スとなりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比 1,000 億 46 百万円増加し、

3,525億 14百万円となりました。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、銀行業として公共性と経営の健全性確保の観点から、内部留保の充実を図ると

ともに株主の皆さまへ安定的な配当を継続することを基本方針としております。当期におきましては、１株
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当たりの期末配当金は35円とさせていただく予定でおります。 

なお、中間配当金として１株当たり35 円を実施しておりますので、年間配当金は70 円となります。また、

次期の年間配当金につきましても、上記の基本方針に基づき、１株当たり年間配当金70円（うち中間配当金

35円）とさせていただく予定です。 

２．企業集団の状況 

平成 28年５月 13日現在、当行及び当行の関係会社は、当行、連結子会社１社、持分法適用関連会社３社、

持分法非適用の非連結子会社１社および持分法非適用関連会社２社で構成され、銀行業務を中心に、銀行従

属業務、電算機処理受託業務、リース業務、クレジットカード業務、信用保証業務、投資ファンドの運営業

務などの金融サービスに係る事業を行っております。 

事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

（１）経営理念 

当行は、創業以来の基本姿勢である「地域社会の発展に貢献する」ならびに「健全経営に徹する」の２

つを経営理念として堅持し続けております。 

（２）目標とする経営指標 

本年４月よりスタートした新中期経営計画『いわぎんフロンティアプラン 2nd stage～The・イノベーシ

ョン～』（平成28年４月～平成31年３月）では、目標とする経営指標として、次の項目を掲げております。 

① 主要計数目標 

指標 最終年度（平成30年度）  

連結当期純利益 ６０億円 

自己資本比率 １２％以上 

中小企業等貸出金残高 １兆円 

預り資産残高 ３，７００億円 
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②長期的経営指標 

上場企業として資本効率を表すＲＯＥの向上が求められておりますが、日銀のマイナス金利導入により金利が

低下し、地域経済を支える使命を持つ地方銀行としては、ＲＯＥと逆相関がある自己資本の充実が欠かせない状

況にあります。こうしたことから、環境の安定に応じてＲＯＥの向上を目指すこととし、達成を目指して常に挑

戦していく指標として連結ＲＯＥを設定します。 

指標 目標 

連結ＲＯＥ（株主資本ベース） ５％以上 

 

（３）中長期的な経営戦略 

平成 28 年度から、新中期経営計画「いわぎんフロンティアプラン 2nd stage～The・イノベーション～」

（平成 28 年４月～平成 31 年３月：以下「新中計」といいます）がスタートいたしました。新中計は、貸

出金や有価証券運用の利回り低下に加え、人口減少によるマーケットの縮小、そして、日銀によるマイナ

ス金利の導入など、一段と厳しさを増す経営環境を克服するために策定した計画です。 

新中計は、平成 25 年４月に、その後の 10 年間の当行の取組スタンスを示すために設定した長期ビジョ

ン「地域の牽引役として圧倒的な存在感を示すとともに、トップクオリティバンクとしての地位を確立す

る」の３つのステージ「ＨＯＰ」「ＳＴＥＰ」「ＪＵＭＰ」の「ＳＴＥＰ」の期間で、次の「ＪＵＭＰ」に

備えて力を蓄積し足元を踏み固める時期にあたります。こうしたことから、テーマを「逆境を克服するた

めイノベーションに挑戦し、地域とともに勝ち残る」とし、「イノベーション」のキーワードのもとで、３

つの基本方針「組織文化の変革による収益力の強化」、「地方創生と震災復興への力強い取組」、「ステーク

ホルダーへのきめ細やかな対応」を掲げ、計画に基づく各種施策の遂行に役職員が一丸となって取組んで

まいります。 

当行は、「地域社会の発展に貢献する」、「健全経営に徹する」の経営理念を堅持し、地域との共存共栄を

目指してまいりました。新中計におきましても、積極的にイノベーションに挑戦し、厳しい環境に適応す

るとともに、地方創生により地域経済を強力にバックアップし、地域と一体となった発展を目指してまい

ります。今後も多くのステークホルダーのみなさまのご理解とご協力をいただくなかで、業績の向上と健

全経営に全力を尽くしてまいります。 

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当行グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で

連結財務諸表を作成する方針であります。 

なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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５．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

資産の部

現金預け金 274,895 364,926

コールローン及び買入手形 105,000 20,000

買入金銭債権 6,094 3,906

商品有価証券 2 -

金銭の信託 4,985 4,985

有価証券 1,382,794 1,321,286

貸出金 1,741,015 1,772,817

外国為替 1,796 1,709

その他資産 6,143 6,318

有形固定資産 16,513 16,286

建物 5,147 5,417

土地 8,588 8,503

リース資産 913 686

建設仮勘定 374 107

その他の有形固定資産 1,489 1,571

無形固定資産 2,194 1,875

ソフトウエア 1,142 951

リース資産 1,013 680

その他の無形固定資産 39 243

退職給付に係る資産 2,773 1,180

繰延税金資産 6 6

支払承諾見返 8,187 6,527

貸倒引当金 △6,419 △7,480

資産の部合計 3,545,984 3,514,347

負債の部

預金 3,053,744 3,001,203

譲渡性預金 216,023 247,100

コールマネー及び売渡手形 10,000 1,126

借用金 13,837 13,583

外国為替 5 0

新株予約権付社債 12,017 11,268

その他負債 20,693 25,867

役員賞与引当金 22 24

退職給付に係る負債 2,372 1,439

役員退職慰労引当金 4 2

睡眠預金払戻損失引当金 469 501

偶発損失引当金 237 297

繰延税金負債 15,675 12,305

支払承諾 8,187 6,527

負債の部合計 3,353,290 3,321,249
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

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 132,389 138,253

自己株式 △3,742 △3,748

株主資本合計 145,548 151,406

その他有価証券評価差額金 48,401 47,198

繰延ヘッジ損益 △1,289 △4,073

退職給付に係る調整累計額 △65 △1,580

その他の包括利益累計額合計 47,046 41,544

新株予約権 98 146

純資産の部合計 192,693 193,097

負債及び純資産の部合計 3,545,984 3,514,347
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

経常収益 44,420 46,522

資金運用収益 34,149 33,969

貸出金利息 20,045 19,325

有価証券利息配当金 13,769 14,408

コールローン利息及び買入手形利息 132 115

預け金利息 108 55

その他の受入利息 93 64

役務取引等収益 7,508 7,610

その他業務収益 606 2,089

その他経常収益 2,156 2,852

貸倒引当金戻入益 983 -

償却債権取立益 0 7

その他の経常収益 1,172 2,845

経常費用 33,213 35,334

資金調達費用 1,895 1,956

預金利息 1,238 1,144

譲渡性預金利息 81 58

コールマネー利息及び売渡手形利息 1 2

債券貸借取引支払利息 - 0

借用金利息 143 152

その他の支払利息 430 598

役務取引等費用 2,875 3,076

その他業務費用 145 1,940

営業経費 27,308 26,361

その他経常費用 987 2,000

貸倒引当金繰入額 - 1,459

その他の経常費用 987 540

経常利益 11,206 11,187

特別利益 437 80

固定資産処分益 437 80

特別損失 156 148

固定資産処分損 141 84

減損損失 14 63

税金等調整前当期純利益 11,487 11,120

法人税、住民税及び事業税 2,276 3,656

法人税等調整額 1,856 356

法人税等合計 4,133 4,013

当期純利益 7,354 7,107

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 7,354 7,107
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当期純利益 7,354 7,107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,322 △1,202

繰延ヘッジ損益 △870 △2,784

退職給付に係る調整額 1,463 △1,514

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △1

その他の包括利益合計 16,919 △5,501

包括利益 24,274 1,605

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 24,274 1,605

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

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 12,089 4,811 127,230 △3,738 140,392

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,129 △1,129

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
12,089 4,811 126,101 △3,738 139,263

当期変動額

剰余金の配当 △1,065 △1,065

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,354 7,354

自己株式の取得 △6 △6

自己株式の処分 △0 3 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 6,288 △3 6,284

当期末残高 12,089 4,811 132,389 △3,742 145,548

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 32,074 △418 △1,529 30,126 55 170,574

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,129

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
32,074 △418 △1,529 30,126 55 169,445

当期変動額

剰余金の配当 △1,065

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,354

自己株式の取得 △6

自己株式の処分 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
16,327 △870 1,463 16,919 43 16,963

当期変動額合計 16,327 △870 1,463 16,919 43 23,248

当期末残高 48,401 △1,289 △65 47,046 98 192,693
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当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

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 12,089 4,811 132,389 △3,742 145,548

当期変動額

剰余金の配当 △1,243 △1,243

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,107 7,107

自己株式の取得 △6 △6

自己株式の処分 △0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 5,863 △6 5,857

当期末残高 12,089 4,811 138,253 △3,748 151,406

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 48,401 △1,289 △65 47,046 98 192,693

当期変動額

剰余金の配当 △1,243

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,107

自己株式の取得 △6

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,203 △2,784 △1,514 △5,501 48 △5,453

当期変動額合計 △1,203 △2,784 △1,514 △5,501 48 404

当期末残高 47,198 △4,073 △1,580 41,544 146 193,097
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 11,487 11,120

減価償却費 2,089 2,086

減損損失 14 63

持分法による投資損益（△は益） △17 △30

貸倒引当金の増減（△） △3,384 1,060

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 8 60

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △660 △1,103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △76 △410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △2

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 145 31

資金運用収益 △34,149 △33,969

資金調達費用 1,895 1,956

有価証券関係損益（△） △602 △2,125

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △115 △29

為替差損益（△は益） 302 73

固定資産処分損益（△は益） △295 3

貸出金の純増（△）減 △102,104 △31,801

預金の純増減（△） 20,582 △52,540

譲渡性預金の純増減（△） △35,236 31,077

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増
減（△）

2,693 △253

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）
減

22,089 10,014

コールローン等の純増（△）減 42,101 87,187

コールマネー等の純増減（△） 10,000 △8,873

外国為替（資産）の純増（△）減 △611 87

外国為替（負債）の純増減（△） △5 △4

資金運用による収入 35,153 34,847

資金調達による支出 △1,872 △1,979

その他 △164 △19

小計 △30,736 46,529

法人税等の支払額 △3,981 △1,965

法人税等の還付額 1 1

営業活動によるキャッシュ・フロー △34,716 44,565
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

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 △219,313 △213,921

有価証券の売却による収入 28,425 79,547

有価証券の償還による収入 189,905 193,228

有形固定資産の取得による支出 △1,334 △1,220

有形固定資産の売却による収入 553 52

無形固定資産の取得による支出 △293 △452

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,057 57,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △511 △523

配当金の支払額 △1,065 △1,243

自己株式の取得による支出 △6 △6

自己株式の売却による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,583 △1,772

現金及び現金同等物に係る換算差額 30 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,327 100,046

現金及び現金同等物の期首残高 290,795 252,468

現金及び現金同等物の期末残高 252,468 352,514
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

（会計方針の変更) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。以下、

「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 25 年９

月 13 日。以下、「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続してい

る場合の子会社及び子法人等に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連

結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分

額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加

えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計基準第 44－５

項（４）及び事業分離等会計基準第 57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計

年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当連結会計年度の損益及び１株当たり情報に与える影響額は軽微であります。 

（セグメント情報） 

当行グループは、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） 

 
前連結会計年度 

(自 平成26年4月 1日 
至 平成27年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日) 

１株当たり純資産額 円 10,846.26 10,867.07 

１株当たり当期純利益金額 円 414.15 400.26 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 371.87 359.19 

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成26年4月 1日 
至 平成27年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 7,354 7,107 

 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

当期純利益 
百万円 7,354 7,107 

 普通株式の期中平均株式数 千株 17,757 17,756 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 普通株式増加数 千株 2,018 2,030 

（うち転換社債型新株予約権付社債） 千株 1,998 2,000 

（うち新株予約権） 千株 20 29 
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２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
（平成27年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成28年3月31日） 

純資産の部の合計額 百万円 192,693 193,097 

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 98 146 

（うち新株予約権） 百万円 98 146 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 192,594 192,951 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数 
千株 17,756 17,755 

（重要な後発事象） 

当行は、平成 28 年４月１日付で確定給付企業年金制度（待期者及び年金受給者部分を除く）の一部を

確定拠出年金制度に移行しており、移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成 14 年１月 31 日）及び「退職給付制度間の移行等の会計

処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 平成 19 年２月７日）を適用し、確定拠出年金制

度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行います。 

なお、本移行に伴う退職給付債務の減少による８６３百万円の特別利益を翌連結会計年度に計上する

見込みであります。 

（追加情報） 

（税効果会計関係） 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）及び「地方税法等の一部を改正す

る等の法律」（平成 28 年法律第 13 号）が平成 28 年３月 29 日に国会で成立し、平成 28 年４月１日以

後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の３２．０％から、平成 28 年４月

１日に開始する連結会計年度及び平成 29 年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一

時差異については３０．６％に、平成 30 年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれ

る一時差異については３０．４％となります。この税率変更により、繰延税金負債は６６３百万円減

少し、その他有価証券評価差額金は１，０５８百万円増加し、繰延ヘッジ損益は９３百万円減少し、

退職給付に係る調整累計額は３３百万円減少し、法人税等調整額は２６８百万円増加しております。 

（企業結合等関係） 

当行は、平成 28 年３月 10 日付取締役会決議において、持分法適用関連会社である、いわぎんリー

ス・データ株式会社、株式会社いわぎんディーシーカード及び株式会社いわぎんクレジットサービス

（以下「グループ３社」といいます。）を子会社化することを決定し、同日付で当行及びグループ３

社の間で基本合意書を締結いたしました。 

これにより当行は、基本合意書に従い、グループ３社の株式を取得する旨の契約をグループ３社の

一部株主との間で締結すること、及びグループ３社が処分する各社の自己株式を当行が引き受ける旨

の契約を締結することを平成 28 年４月 21 日開催の取締役会において決議いたしました。 

また、グループ３社のうち、株式会社いわぎんディーシーカードと株式会社いわぎんクレジットサ

ービスの２社（以下「完全子会社化対象２社」といいます。）については、平成 28 年６月 30 日を効

力発生日として、当行を株式交換完全親会社、完全子会社化対象２社を株式交換完全子会社とする株

式交換を行う予定です。 

なお、企業結合の概要は以下のとおりであります。
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①被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 事業の内容 

いわぎんリース・データ株式会社 リース業務、電算機による処理受託業務 

株式会社いわぎんディーシーカード クレジットカード業務、信用保証業務等 

株式会社いわぎんクレジットサービス クレジットカード業務、信用保証業務等 

②企業結合を行う主な理由 

当行グループの経営資源を一層有効かつ効率的に活用することでシナジー効果の 大化を実現し、

さらなるグループ経営の迅速化と効率化を図っていくことを目的として、グループ３社を子会社化し、

そのうち完全子会社化対象２社を完全子会社化することといたしました。 

③企業結合日 

  平成28年５月17日（予定） 

④企業結合の法的形式 

  現金を対価とする株式の取得 

⑤結合後企業の名称 

  結合後企業の名称に変更はありません。 

⑥取得する議決権比率 

 いわぎんリース・ 

データ株式会社 

株式会社いわぎん 

ディーシーカード 

株式会社いわぎん 

クレジットサービス 

企業結合直前に有する

議決権比率 
5.0％ 5.0％ 5.0％ 

取得後の議決権比率 96.3％ 75.0％ 75.0％ 

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠 

当行が現金を対価とした株式取得により、グループ３社の議決権の過半数を取得するためでありま

す。 
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６．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

資産の部

現金預け金 274,895 364,926

現金 22,880 23,311

預け金 252,015 341,614

コールローン 105,000 20,000

買入金銭債権 6,094 3,906

商品有価証券 2 -

商品地方債 2 -

金銭の信託 4,985 4,985

有価証券 1,382,374 1,320,837

国債 482,398 435,352

地方債 267,887 284,844

社債 370,351 324,731

株式 52,742 44,122

その他の証券 208,993 231,785

貸出金 1,741,015 1,772,817

割引手形 3,724 3,656

手形貸付 89,303 76,346

証書貸付 1,465,609 1,507,048

当座貸越 182,378 185,765

外国為替 1,796 1,709

外国他店預け 1,796 1,709

買入外国為替 0 0

その他資産 6,142 6,325

前払費用 82 72

未収収益 3,708 3,715

金融派生商品 778 1,423

その他の資産 1,572 1,114

有形固定資産 16,513 16,286

建物 5,147 5,417

土地 8,588 8,503

リース資産 913 686

建設仮勘定 374 107

その他の有形固定資産 1,489 1,571

無形固定資産 2,194 1,875

ソフトウエア 1,142 951

リース資産 1,013 680

その他の無形固定資産 39 243

前払年金費用 2,923 4,027

支払承諾見返 8,187 6,527

貸倒引当金 △6,419 △7,480

資産の部合計 3,545,706 3,516,745
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

負債の部

預金 3,053,822 3,001,277

当座預金 49,126 49,513

普通預金 1,594,275 1,582,203

貯蓄預金 56,149 54,965

通知預金 6,280 2,600

定期預金 1,198,132 1,167,734

定期積金 18,196 19,178

その他の預金 131,660 125,081

譲渡性預金 216,173 247,250

コールマネー 10,000 1,126

借用金 13,837 13,583

借入金 13,837 13,583

外国為替 5 0

売渡外国為替 5 0

新株予約権付社債 12,017 11,268

その他負債 20,667 25,847

未払法人税等 286 2,178

未払費用 2,720 2,580

前受収益 702 629

給付補填備金 5 5

金融派生商品 1,990 5,829

リース債務 2,390 1,867

資産除去債務 233 207

その他の負債 12,337 12,549

役員賞与引当金 22 24

退職給付引当金 2,410 1,998

睡眠預金払戻損失引当金 469 501

偶発損失引当金 237 297

繰延税金負債 15,711 13,002

支払承諾 8,187 6,527

負債の部合計 3,353,561 3,322,706

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 131,783 137,621

利益準備金 7,278 7,278

その他利益剰余金 124,504 130,343

固定資産圧縮積立金 956 1,020

別途積立金 114,080 118,080

繰越利益剰余金 9,468 11,242

自己株式 △3,737 △3,743

株主資本合計 144,946 150,778

その他有価証券評価差額金 48,388 47,186

繰延ヘッジ損益 △1,289 △4,073

評価・換算差額等合計 47,098 43,112

新株予約権 98 146

純資産の部合計 192,144 194,038

負債及び純資産の部合計 3,545,706 3,516,745
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

経常収益 44,392 46,484

資金運用収益 34,149 33,969

貸出金利息 20,045 19,325

有価証券利息配当金 13,770 14,408

コールローン利息 132 115

預け金利息 108 55

その他の受入利息 93 64

役務取引等収益 7,495 7,600

受入為替手数料 2,358 2,350

その他の役務収益 5,136 5,249

その他業務収益 606 2,089

外国為替売買益 52 23

商品有価証券売買益 1 9

国債等債券売却益 552 2,057

その他経常収益 2,140 2,824

貸倒引当金戻入益 983 -

償却債権取立益 0 7

株式等売却益 246 1,922

金銭の信託運用益 115 29

その他の経常収益 795 864

経常費用 33,207 35,323

資金調達費用 1,895 1,956

預金利息 1,238 1,144

譲渡性預金利息 81 58

コールマネー利息 1 2

債券貸借取引支払利息 - 0

借用金利息 143 152

金利スワップ支払利息 366 546

その他の支払利息 63 51

役務取引等費用 2,875 3,076

支払為替手数料 381 376

その他の役務費用 2,494 2,700

その他業務費用 145 1,940

国債等債券売却損 114 5

国債等債券償還損 31 1,797

金融派生商品費用 - 135

その他の業務費用 0 1

営業経費 27,301 26,356

その他経常費用 987 1,992

貸倒引当金繰入額 - 1,459

貸出金償却 13 1

株式等売却損 0 -

株式等償却 84 1

債権売却損 350 92

その他の経常費用 539 438

経常利益 11,185 11,161
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

特別利益 444 80

固定資産処分益 444 80

特別損失 156 148

固定資産処分損 141 84

減損損失 14 63

税引前当期純利益 11,472 11,093

法人税、住民税及び事業税 2,275 3,655

法人税等調整額 1,858 356

法人税等合計 4,133 4,012

当期純利益 7,338 7,081
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 12,089 4,811 4,811 7,278

会計方針の変更による

累積的影響額

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
12,089 4,811 4,811 7,278

当期変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金の

積立

固定資産圧縮積立金の

取崩

別途積立金の積立

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 12,089 4,811 4,811 7,278

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 836 110,080 8,444 126,639 △3,734 139,806

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,129 △1,129 △1,129

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
836 110,080 7,315 125,510 △3,734 138,677

当期変動額

剰余金の配当 △1,065 △1,065 △1,065

固定資産圧縮積立金の

積立
166 △166 ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
△46 46 ―

別途積立金の積立 4,000 △4,000 ―

当期純利益 7,338 7,338 7,338

自己株式の取得 △6 △6

自己株式の処分 △0 △0 3 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 119 4,000 2,153 6,272 △3 6,269

当期末残高 956 114,080 9,468 131,783 △3,737 144,946
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額

等合計

当期首残高 32,065 △418 31,647 55 171,508

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,129

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
32,065 △418 31,647 55 170,379

当期変動額

剰余金の配当 △1,065

固定資産圧縮積立金の

積立

固定資産圧縮積立金の

取崩

別途積立金の積立

当期純利益 7,338

自己株式の取得 △6

自己株式の処分 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
16,322 △870 15,451 43 15,495

当期変動額合計 16,322 △870 15,451 43 21,764

当期末残高 48,388 △1,289 47,098 98 192,144
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当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 12,089 4,811 4,811 7,278

当期変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金の

積立

固定資産圧縮積立金の

取崩

別途積立金の積立

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 12,089 4,811 4,811 7,278

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 956 114,080 9,468 131,783 △3,737 144,946

当期変動額

剰余金の配当 △1,243 △1,243 △1,243

固定資産圧縮積立金の

積立
150 △150 ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
△86 86 ―

別途積立金の積立 4,000 △4,000 ―

当期純利益 7,081 7,081 7,081

自己株式の取得 △6 △6

自己株式の処分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 64 4,000 1,774 5,838 △6 5,832

当期末残高 1,020 118,080 11,242 137,621 △3,743 150,778
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額

等合計

当期首残高 48,388 △1,289 47,098 98 192,144

当期変動額

剰余金の配当 △1,243

固定資産圧縮積立金の

積立

固定資産圧縮積立金の

取崩

別途積立金の積立

当期純利益 7,081

自己株式の取得 △6

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,202 △2,784 △3,986 48 △3,937

当期変動額合計 △1,202 △2,784 △3,986 48 1,894

当期末残高 47,186 △4,073 43,112 146 194,038
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６．役員の異動 

（１）代表者の異動 

   該当ありません 

 

（２）その他役員の異動 

○専務取締役への昇任 

   平成２８年６月２３日付 専務取締役に就任予定 

    加 藤 裕 一  （現 常務取締役） 

○常務取締役への昇任 

平成２８年６月２３日付 常務取締役に就任予定 

    菊 地 美貴男  （現 取締役法人戦略部長） 

平成２８年６月２３日定時株主総会後の取締役会で常務取締役に就任予定 

高 橋 博 昭  （現 執行役員東京営業部長） 

○新任取締役候補者 

平成２８年６月２３日定時株主総会に諮られる新任取締役候補者 

高 橋 博 昭  （現 執行役員東京営業部長） 

    佐 藤   求  （現 執行役員システム部長） 

    佐々木 泰 司  （現 総合企画部長） 

○退任予定取締役 

平成２８年６月２３日定時株主総会終結をもって辞任予定 

    斎 藤 雅 博  （現 専務取締役） 

    坂 本   修  （現 常務取締役） 

○新任監査役候補者 

平成２８年６月２３日定時株主総会に諮られる新任監査役候補者 

望 月 正 彦  （現 三陸鉄道株式会社代表取締役社長） 
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○退任予定監査役 

   平成２８年６月２３日定時株主総会終結をもって退任予定 

    池 田 克 典  （現 常勤監査役） 

○新任予定執行役員 

   平成２８年７月１日付  就任予定 

千 葉 祐 嗣 （現 理事監査部長） 

石 川 健 正 （現 市場金融部長） 

○退任予定執行役員 

   平成２８年６月２３日付 辞任予定 

高 橋 博 昭  （現 執行役員東京営業部長） 

    佐 藤   求  （現 執行役員システム部長） 

 

以 上 
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経       歴 

 

新役職名   専務取締役 
氏  名   加 藤 裕 一  （カトウ ユウイチ） 
出 身 地       岩手県盛岡市 
最終学歴   昭和５５年 ３月  北海道大学法学部卒業 
生年月日   昭和３２年 ５月１６日 
略  歴   昭和５５年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１７年１０月  同 都南支店長 
       平成２０年 ７月  同 久慈中央支店長 
       平成２２年 ７月  同 人事部長 
       平成２３年 ７月  同 執行役員人事部長 
       平成２４年 ６月  同 取締役人事部長 
       平成２５年 ６月  同 常務取締役 
 
 
新役職名   常務取締役 
氏  名   菊 地 美貴男  （キクチ ミキオ） 
出 身 地       岩手県盛岡市 
最終学歴   昭和５７年 ３月  東北学院大学法学部卒業 
生年月日   昭和３４年１２月２７日 
略  歴   昭和５７年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１７年 ６月  同 二戸支店長 
       平成２０年 ４月  同 法人営業部副部長 
       平成２０年 ７月  同 法人営業部長 

平成２２年 ４月  同 八戸営業部長 
平成２５年 ６月  同 仙台営業部長 

       平成２５年 ７月  同 執行役員仙台営業部長 
       平成２６年 ６月  同 取締役仙台営業部長 
       平成２８年 ４月  同 取締役法人戦略部長 
 
 
新役職名   常務取締役 
氏  名   高 橋 博 昭  （タカハシ ヒロアキ） 
出 身 地       岩手県花巻市 
最終学歴   昭和５９年 ３月  慶應義塾大学法学部卒業 
生年月日   昭和３６年 １月２９日 
略  歴   昭和５９年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１９年 ４月  同 本店営業部長代理兼営業渉外課長 
       平成２１年 ４月  同 平舘支店長 
       平成２３年 ６月  同 審査部長 

平成２６年 ６月  同 東京営業部長 
       平成２６年 ７月  同 執行役員東京営業部長 
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新役職名   取締役 
氏  名   佐 藤   求  （サトウ モトム） 
出 身 地       岩手県下閉伊郡岩泉町 
最終学歴   昭和５８年 ３月  明治大学政経学部卒業 
生年月日   昭和３６年 ２月１３日 
略  歴   昭和５８年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１７年１０月  同 緑が丘支店長 
       平成２０年１０月  同 事務開発部長代理 
       平成２１年 ４月  同 事務開発部副部長 

平成２３年 ７月  同 事務開発部長 
平成２５年 ４月  同 システム部長 

       平成２７年 ７月  同 執行役員システム部長 
 
 
新役職名   取締役 
氏  名   佐々木 泰 司  （ササキ ヤスシ） 
出 身 地       岩手県奥州市 
最終学歴   昭和５９年 ３月  中央大学商学部卒業 
生年月日   昭和３６年 ６月２３日 
略  歴   昭和５９年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１７年１０月  同 人事部長代理 
       平成２１年 ４月  同 遠野支店長 
       平成２４年 ６月  同 リスク管理部長兼金融商品管理室長 

平成２５年 ４月  同 リスク統括部長兼金融商品管理室長 
平成２７年 ６月  同 総合企画部長 

 
 
新役職名   監査役 
氏  名   望 月 正 彦  （モチヅキ マサヒコ） 
出 身 地       岩手県花巻市 
最終学歴   昭和４９年 ３月  山形大学人文学部卒業 
生年月日   昭和２７年 １月３０日 
略  歴   昭和４９年 ４月  岩手県入庁 
       平成１５年 ７月  久慈市助役 
       平成２０年 ４月  岩手県盛岡地方振興局長 
       平成２２年 ６月  三陸鉄道株式会社代表取締役社長（現任） 
       平成２８年 ６月  同 退任予定 
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新役職名   執行役員 
氏  名   千 葉 祐 嗣  （チバ ユウジ） 
出 身 地       岩手県盛岡市 
最終学歴   昭和５９年 ３月  早稲田大学政治経済学部卒業 
生年月日   昭和３５年 ５月２４日 
略  歴   昭和５９年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１５年 ４月  同 人事部長代理 
       平成１９年１０月  同 金ケ崎支店長 

平成２２年 ４月  同 事務管理部副部長 
       平成２５年 ４月  同 監査部長 
       平成２８年 ４月  同 理事監査部長 
 
 
新役職名   執行役員 
氏  名   石 川 健 正  （イシカワ ケンセイ） 
出 身 地       岩手県北上市 
最終学歴   昭和５９年 ３月  岩手大学人文社会学部卒業 
生年月日   昭和３６年 ５月２７日 
略  歴   昭和５９年 ４月  株式会社岩手銀行入行 
       平成１８年 ２月  同 市場金融部長代理 
       平成２１年 ６月  同 市場金融部副部長 

平成２２年 ６月  同 一戸支店長 
       平成２５年 ４月  同 市場金融部長 
 

以 上 
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