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１．当中間決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

2020 年度上半期は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大が社会経済に著しい影響を及ぼしま

した。わが国においても、４月には政府による緊急事態宣言が全国に発令され、社会全体に制限が

課されるなかで経済活動全般が抑制され、消費に加え輸出や生産が大きく減少するなど、４－６月

期にかけて景気は急速に悪化しました。その後は、with コロナを前提に経済活動が徐々に再開する

もとで、一部に持ち直しの動きがみられるものの、厳しい状況が続きました。 

この間、金融市場では、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の減速懸念、原油価格の

軟調などを受け、株価は下落する場面もありましたが、主要国で大規模な金融・財政政策が相次い

で打ち出されたことなどから反転の動きとなりました。また、長期金利は日本銀行による強力な金

融緩和政策が継続され、概ねゼロ％での推移となりました。 

県内経済につきましても、経済活動が抑制され、下押しされた状況となりました。その後、生産

活動が下げ止まりつつあるものの、総じてみれば弱い動きが続きました。 

以上のような金融経済環境のもと、当行グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的

な拡大による社会・経済危機への対応を最優先課題とし、職員の感染防止に努めるとともに、

地域金融機関としての役割を最大限に発揮するため、お客さまの資金繰り支援などに積極的

に取組みました。 

当中間連結会計期間(自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日)の経営成績につきまして、

経常収益は、貸出金利息が増収となったものの、有価証券利息配当金や株式等売却益が減収

となったことなどから、前中間連結会計期間(自 2019 年４月１日  至 2019 年９月 30 日)比

29 億 41 百万円減収の 318 億円となりました。 

一方、経常費用は、資金調達費用が減少となったものの、貸倒引当金繰入額が増加したことなど

から、前中間連結会計期間比３億９百万円増加の 257 億 14 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比 32 億 51 百万円減益の 60 億 85 百万円となり、親

会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比 25 億 15 百万円減益の 40 億 21 百万円と

なりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

譲渡性預金を含めた預金につきましては、法人預金、個人預金、公金預金ともに順調に増加した

ことから、前連結会計年度末(2020 年３月 31日)比 1,698 億円増加し、当中間連結会計期間末(2020

年９月 30 日)残高は３兆 1,160 億円となりました。 

貸出金につきましては、地公体等向け貸出金が減少したものの、主力の中小企業向け貸出金の増

強に取組んだ結果、前連結会計年度末比 654 億円増加し、当中間連結会計期間末残高は２兆 283 億

円となりました。 

有価証券につきましては、マイナス金利政策が継続する中、国債が減少したことを主因として、

前連結会計年度末比 91 億円減少し、当中間連結会計期間末残高は 9,862 億円となりました。 

また、有価証券の評価損益は、前連結会計年度末比 297 億円増加し、895 億円の評価益となりま

した。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2021 年３月期(通期)の業績につきましては、当中間連結会計期間の実績等を踏まえ、2020 年５

月 15 日に公表しました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

詳細につきましては、本日（2020 年 11 月 13 日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

連結業績予想                            （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

前回発表予想 60,700 8,400 5,300 

今回発表予想 63,200 10,700 7,000 

 

（参考） 

単体業績予想                            （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 45,800 8,000 5,300 

今回発表予想 48,100 10,400 7,000 
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 287,164 510,815

コールローン及び買入手形 2,151 5,819

買入金銭債権 1,149 1,165

商品有価証券 917 866

有価証券 995,428 986,238

貸出金 1,962,862 2,028,337

外国為替 11,070 6,715

リース債権及びリース投資資産 28,802 29,168

その他資産 47,308 45,946

有形固定資産 37,396 36,910

無形固定資産 5,164 5,152

退職給付に係る資産 5,261 5,252

繰延税金資産 269 278

支払承諾見返 8,437 9,071

貸倒引当金 △17,174 △17,000

資産の部合計 3,376,210 3,654,739

負債の部

預金 2,771,127 2,966,019

譲渡性預金 175,149 150,079

コールマネー及び売渡手形 20,024 7,406

債券貸借取引受入担保金 58,470 18,366

借用金 53,610 182,478

外国為替 83 10

その他負債 25,493 25,262

賞与引当金 22 23

役員賞与引当金 53 10

退職給付に係る負債 505 357

役員退職慰労引当金 10 7

株式報酬引当金 139 161

睡眠預金払戻損失引当金 427 360

偶発損失引当金 1,043 963

繰延税金負債 6,515 15,907

再評価に係る繰延税金負債 2,730 2,710

支払承諾 8,437 9,071

負債の部合計 3,123,847 3,379,195
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 20,106 20,106

利益剰余金 169,299 172,403

自己株式 △2,892 △3,689

株主資本合計 209,966 212,272

その他有価証券評価差額金 40,516 61,216

繰延ヘッジ損益 △2,479 △2,287

土地再評価差額金 5,184 5,147

退職給付に係る調整累計額 △824 △806

その他の包括利益累計額合計 42,396 63,271

純資産の部合計 252,362 275,543

負債及び純資産の部合計 3,376,210 3,654,739
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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

① 中間連結損益計算書

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

経常収益 34,742 31,800

資金運用収益 19,411 18,560

（うち貸出金利息） 11,752 11,837

（うち有価証券利息配当金） 7,499 6,632

役務取引等収益 4,313 3,948

その他業務収益 7,603 7,818

その他経常収益 3,413 1,473

経常費用 25,405 25,714

資金調達費用 2,151 1,226

（うち預金利息） 482 347

役務取引等費用 475 478

その他業務費用 6,454 6,593

営業経費 14,278 14,463

その他経常費用 2,044 2,953

経常利益 9,336 6,085

特別利益 7 -

固定資産処分益 7 -

特別損失 34 328

固定資産処分損 10 18

減損損失 23 309

税金等調整前中間純利益 9,310 5,757

法人税、住民税及び事業税 2,598 1,517

法人税等調整額 165 218

法人税等合計 2,763 1,735

中間純利益 6,546 4,021

非支配株主に帰属する中間純利益 9 -

親会社株主に帰属する中間純利益 6,536 4,021
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② 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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

中間純利益 6,546 4,021

その他の包括利益 2,777 20,910

その他有価証券評価差額金 3,081 20,700

繰延ヘッジ損益 △180 191

退職給付に係る調整額 △124 18

中間包括利益 9,323 24,932

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 9,327 24,932

非支配株主に係る中間包括利益 △4 -
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30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 23,452 20,069 160,069 △1,043 202,548

当中間期変動額

剰余金の配当 △971 △971

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,536 6,536

自己株式の取得 △900 △900

自己株式の処分 △0 5 4

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

36 36

土地再評価差額金の

取崩
3 3

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 ― 36 5,569 △895 4,709

当中間期末残高 23,452 20,106 165,638 △1,939 207,258

その他の包括利益累計額

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 65,837 △2,629 5,187 387 68,783 1,000 272,331

当中間期変動額

剰余金の配当 △971

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,536

自己株式の取得 △900

自己株式の処分 4

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

36

土地再評価差額金の

取崩
3

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,095 △180 △3 △124 2,787 △1,000 1,787

当中間期変動額合計 3,095 △180 △3 △124 2,787 △1,000 6,497

当中間期末残高 68,933 △2,809 5,184 262 71,570 ― 278,829
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　当中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30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 23,452 20,106 169,299 △2,892 209,966

当中間期変動額

剰余金の配当 △954 △954

親会社株主に帰属す

る中間純利益
4,021 4,021

自己株式の取得 △926 △926

自己株式の処分 128 128

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

土地再評価差額金の

取崩
36 36

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 ― ― 3,103 △797 2,306

当中間期末残高 23,452 20,106 172,403 △3,689 212,272

その他の包括利益累計額

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 40,516 △2,479 5,184 △824 42,396 ― 252,362

当中間期変動額

剰余金の配当 △954

親会社株主に帰属す

る中間純利益
4,021

自己株式の取得 △926

自己株式の処分 128

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

―

土地再評価差額金の

取崩
36

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

20,700 191 △36 18 20,874 ― 20,874

当中間期変動額合計 20,700 191 △36 18 20,874 ― 23,180

当中間期末残高 61,216 △2,287 5,147 △806 63,271 ― 275,543
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（４）中間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。 

 

（追加情報） 

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は、2020 年秋頃まで株式市場をはじめ金

融市場の不安定な局面が継続し、その後、世界経済が徐々に回復するとの仮定に基づいており

ましたが、当感染症の収束が見通せない状況が続いているため、当感染症拡大の影響は 2020

年度中は継続するものの、経済・金融安定化のため世界協調で金融緩和が継続されることによ

り、金利上昇が抑制され、緩和マネーが金融市場を下支えする状況が当面継続するとの仮定に

変更しました。こうした仮定のもと、当行グループでは特に貸出金等の信用リスクに一定の影

響があると認識し、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定し貸倒

引当金を計上しております。ただし、当該仮定には不確実性があり、収束時期の遅延など新型

コロナウイルス感染症の状況や経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性が

あります。 
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２．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 287,159 510,811

コールローン 2,151 5,819

買入金銭債権 1,149 1,165

商品有価証券 917 866

有価証券 1,005,581 996,004

貸出金 1,960,547 2,026,008

外国為替 11,070 6,715

その他資産 45,265 44,133

その他の資産 45,265 44,133

有形固定資産 36,933 36,448

無形固定資産 5,078 5,072

前払年金費用 5,967 6,086

支払承諾見返 8,437 9,071

貸倒引当金 △14,374 △14,009

資産の部合計 3,355,885 3,634,195

負債の部

預金 2,774,631 2,969,974

譲渡性預金 179,149 154,079

コールマネー 20,024 7,406

債券貸借取引受入担保金 58,470 18,366

借用金 42,073 170,872

外国為替 83 10

その他負債 17,687 17,450

未払法人税等 1,447 1,020

リース債務 301 254

資産除去債務 111 187

その他の負債 15,826 15,988

役員賞与引当金 53 10

株式報酬引当金 139 161

睡眠預金払戻損失引当金 427 360

偶発損失引当金 1,043 963

繰延税金負債 6,451 15,766

再評価に係る繰延税金負債 2,730 2,710

支払承諾 8,437 9,071

負債の部合計 3,111,405 3,367,203
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 16,232 16,232

資本準備金 16,232 16,232

利益剰余金 164,352 167,106

利益準備金 14,064 14,064

その他利益剰余金 150,288 153,042

固定資産圧縮積立金 557 557

株式消却積立金 2,995 2,995

別途積立金 129,520 136,520

繰越利益剰余金 17,215 12,969

自己株式 △2,892 △3,689

株主資本合計 201,145 203,102

その他有価証券評価差額金 40,628 61,029

繰延ヘッジ損益 △2,479 △2,287

土地再評価差額金 5,184 5,147

評価・換算差額等合計 43,333 63,890

純資産の部合計 244,479 266,992

負債及び純資産の部合計 3,355,885 3,634,195
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

経常収益 26,464 23,767

資金運用収益 19,410 18,536

（うち貸出金利息） 11,754 11,839

（うち有価証券利息配当金） 7,497 6,606

役務取引等収益 3,650 3,284

その他業務収益 412 470

その他経常収益 2,991 1,475

経常費用 18,166 18,225

資金調達費用 2,136 1,212

（うち預金利息） 482 347

役務取引等費用 450 455

その他業務費用 77 64

営業経費 13,619 13,775

その他経常費用 1,881 2,716

経常利益 8,298 5,541

特別利益 7 -

特別損失 33 303

税引前中間純利益 8,272 5,238

法人税、住民税及び事業税 2,196 1,277

法人税等調整額 269 289

法人税等合計 2,465 1,566

中間純利益 5,807 3,671
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 23,452 16,232 ― 16,232

当中間期変動額

剰余金の配当

株式消却積立金の積

立

別途積立金の積立

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の

取崩

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 ― ― ― ―

当中間期末残高 23,452 16,232 ― 16,232

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金

株式消却

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 14,064 557 995 122,520 17,127 155,264 △1,043 193,906

当中間期変動額

剰余金の配当 △971 △971 △971

株式消却積立金の積

立
2,000 △2,000 ― ―

別途積立金の積立 7,000 △7,000 ― ―

中間純利益 5,807 5,807 5,807

自己株式の取得 △900 △900

自己株式の処分 △0 △0 5 4

土地再評価差額金の

取崩
3 3 3

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 ― ― 2,000 7,000 △4,160 4,839 △895 3,943

当中間期末残高 14,064 557 2,995 129,520 12,967 160,104 △1,939 197,850

（株）阿波銀行（8388）2021年3月期 第２四半期決算短信

－ 14 －



　(単位：百万円)

評価・換算差額等

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 65,470 △2,629 5,187 68,028 261,935

当中間期変動額

剰余金の配当 △971

株式消却積立金の積

立
―

別途積立金の積立 ―

中間純利益 5,807

自己株式の取得 △900

自己株式の処分 4

土地再評価差額金の

取崩
3

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,313 △180 △3 3,129 3,129

当中間期変動額合計 3,313 △180 △3 3,129 7,073

当中間期末残高 68,783 △2,809 5,184 71,158 269,008
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　当中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 23,452 16,232 ― 16,232

当中間期変動額

剰余金の配当

株式消却積立金の積

立

別途積立金の積立

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の

取崩

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 ― ― ― ―

当中間期末残高 23,452 16,232 ― 16,232

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金

株式消却

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 14,064 557 2,995 129,520 17,215 164,352 △2,892 201,145

当中間期変動額

剰余金の配当 △954 △954 △954

株式消却積立金の積

立
― ―

別途積立金の積立 7,000 △7,000 ― ―

中間純利益 3,671 3,671 3,671

自己株式の取得 △926 △926

自己株式の処分 128 128

土地再評価差額金の

取崩
36 36 36

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 ― ― ― 7,000 △4,246 2,753 △797 1,956

当中間期末残高 14,064 557 2,995 136,520 12,969 167,106 △3,689 203,102
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　(単位：百万円)

評価・換算差額等

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 40,628 △2,479 5,184 43,333 244,479

当中間期変動額

剰余金の配当 △954

株式消却積立金の積

立
―

別途積立金の積立 ―

中間純利益 3,671

自己株式の取得 △926

自己株式の処分 128

土地再評価差額金の

取崩
36

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

20,401 191 △36 20,556 20,556

当中間期変動額合計 20,401 191 △36 20,556 22,512

当中間期末残高 61,029 △2,287 5,147 63,890 266,992
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