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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。  

(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 32,698 1.4 8,716 4.3 5,366 20.2
25年3月期中間期 32,243 △7.1 8,356 82.2 4,463 78.2

（注）包括利益 26年3月期中間期 3,840百万円 （2.5％） 25年3月期中間期 3,745百万円 （59.7％）

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 23.43 ―
25年3月期中間期 19.38 ―

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 2,869,222 215,757 7.1
25年3月期 2,869,321 213,154 7.0
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  204,947百万円 25年3月期  202,318百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
26年3月期 ― 3.50
26年3月期（予想） ― 3.50 7.00

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 64,800 △0.4 16,500 2.5 9,600 4.8 41.96



(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

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 231,100,000 株 25年3月期 231,100,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 2,364,442 株 25年3月期 1,593,180 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 228,952,111 株 25年3月期中間期 230,259,116 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を期末資産の部合計で除して算出しております。  

(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 26,461 2.5 8,315 7.0 5,317 20.8
25年3月期中間期 25,806 △7.5 7,767 94.6 4,400 80.6

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 23.22
25年3月期中間期 19.10

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 2,845,066 201,893 7.0
25年3月期 2,844,947 199,245 7.0
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  201,893百万円 25年3月期  199,245百万円

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 
  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。  
  第２四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であります。 
  なお、当第２四半期決算短信の開示時点において中間連結財務諸表及び中間財務諸表に係る監査法人の中間監査手続は終了しております。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を
前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  上記業績予想に関する事項につきましては、３ページ「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
 
※四半期決算補足説明資料の入手方法 
  四半期決算補足説明資料につきましては、本第２四半期決算短信に添付しております。 

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 52,300 0.0 15,400 4.5 9,500 5.5 41.53



 

【添付資料】 
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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 

平成 25 年度上半期のわが国経済は、デフレ脱却に向けた大胆な金融緩和や経済対策の効果等を

背景に、消費者マインドが改善し個人消費が底堅く推移したほか、生産が緩やかに増加し、企業

収益の改善を通じて設備投資にも持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調を辿

りました。 

この間、長期金利は、株価や海外金利の上昇等を背景に一時上昇しましたが、その後は安定的

な動きとなり、為替は概ね円安方向の動きとなりました。 

県内経済につきましては、住宅着工や公共工事が増加し個人消費が堅調に推移するなど、景気

は緩やかな回復へと向かいましたが、中小企業を中心に設備投資が依然低迷しており、総じて力

強さに欠ける動きとなりました。 

以上のような金融経済環境のもと、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)の経営成績について、経常収益は、投資信託の販売増加により役務取引等収益が増収と

なったことなどから、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)比４億

55 百万円増収の 326 億 98 百万円となりました。 

一方、経常費用は、貸倒引当金繰入額等の増加から、前中間連結会計期間比 95 百万円増加の

239 億 82 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３億 59 百万円増益の 87 億 16 百万円、中間純利

益は、前中間連結会計期間比９億３百万円増益の 53 億 66 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、個人預金、法人預金が順調に推移したことから、前

連結会計年度末(平成 25 年３月 31 日)比 314 億円増加し、当中間連結会計期間末(平成 25 年９月

30 日)残高は２兆 5,457 億円となりました。 

貸出金につきましては、個人ローンや地公体等向け貸出金の増加から、前連結会計年度末比 170

億円増加し、当中間連結会計期間末残高は１兆 5,852 億円となりました。 

有価証券につきましては、安全性・流動性を重視しつつ効率的な運用に努めた結果、前連結会

計年度末比３億円増加し、当中間連結会計期間末残高は 9,943 億円となりました。一方、有価証

券の評価損益は、債券価格の下落等から前連結会計年度末比 32 億円減少し、729 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 

平成 26 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、平成

25 年５月 10 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。 

連結業績予想 

 経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益    
 １株当たり     

当期純利益     

前 回 発 表 予 想 
百万円

64,200    
百万円

16,100    
百万円 

9,200     
円 銭  

40.08  

今 回 発 表 予 想 64,800    16,500    9,600     41.96  

(参考) 

単体業績予想 

 経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益    
 １株当たり     

当期純利益   

前 回 発 表 予 想 
百万円

51,500    
百万円

14,800    
百万円 

9,000     
円 銭  

39.21  

今 回 発 表 予 想 52,300    15,400    9,500     41.53  
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２．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 147,926 171,479

コールローン及び買入手形 90,234 53,576

買入金銭債権 6,040 2,950

商品有価証券 783 891

有価証券 993,984 994,350

貸出金 1,568,136 1,585,228

外国為替 5,806 2,761

リース債権及びリース投資資産 22,354 22,571

その他資産 13,054 13,841

有形固定資産 33,063 32,733

無形固定資産 3,196 2,885

繰延税金資産 377 400

支払承諾見返 6,325 6,727

貸倒引当金 △21,962 △21,175

資産の部合計 2,869,321 2,869,222

負債の部   

預金 2,405,997 2,418,362

譲渡性預金 108,357 127,414

コールマネー及び売渡手形 48,663 23,420

債券貸借取引受入担保金 9,590 4,961

借用金 11,892 12,002

外国為替 75 151

社債 22,000 22,000

その他負債 22,630 18,455

賞与引当金 26 26

役員賞与引当金 42 15

退職給付引当金 6,360 6,280

役員退職慰労引当金 326 364

睡眠預金払戻損失引当金 635 627

偶発損失引当金 501 528

繰延税金負債 9,224 8,609

再評価に係る繰延税金負債 3,516 3,516

支払承諾 6,325 6,727

負債の部合計 2,656,167 2,653,464
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(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) 

純資産の部   

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 16,232 16,240

利益剰余金 110,749 115,312

自己株式 △822 △1,247

株主資本合計 149,612 153,758

その他有価証券評価差額金 48,456 46,546

繰延ヘッジ損益 △820 △427

土地再評価差額金 5,070 5,070

その他の包括利益累計額合計 52,706 51,189

少数株主持分 10,836 10,810

純資産の部合計 213,154 215,757

負債及び純資産の部合計 2,869,321 2,869,222
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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 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 32,243 32,698

資金運用収益 21,490 21,599

（うち貸出金利息） 15,170 14,569

（うち有価証券利息配当金） 6,095 6,819

役務取引等収益 3,437 3,890

その他業務収益 6,483 5,947

その他経常収益 832 1,261

経常費用 23,886 23,982

資金調達費用 1,290 1,164

（うち預金利息） 706 525

役務取引等費用 710 736

その他業務費用 5,275 5,577

営業経費 14,493 14,445

その他経常費用 2,115 2,059

経常利益 8,356 8,716

特別損失 30 25

固定資産処分損 21 23

減損損失 8 2

税金等調整前中間純利益 8,326 8,690

法人税、住民税及び事業税 2,065 2,851

法人税等調整額 1,563 296

法人税等合計 3,628 3,147

少数株主損益調整前中間純利益 4,697 5,542

少数株主利益 234 176

中間純利益 4,463 5,366
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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 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 4,697 5,542

その他の包括利益 △952 △1,702

その他有価証券評価差額金 △558 △2,095

繰延ヘッジ損益 △393 393

中間包括利益 3,745 3,840

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 3,410 3,849

少数株主に係る中間包括利益 335 △9
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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 23,452 23,452

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 23,452 23,452

資本剰余金   

当期首残高 16,232 16,232

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 8

当中間期変動額合計 － 8

当中間期末残高 16,232 16,240

利益剰余金   

当期首残高 103,830 110,749

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

中間純利益 4,463 5,366

自己株式の処分 △12 －

土地再評価差額金の取崩 0 －

当中間期変動額合計 3,760 4,562

当中間期末残高 107,591 115,312

自己株式   

当期首残高 △1,204 △822

当中間期変動額   

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 198 172

当中間期変動額合計 194 △424

当中間期末残高 △1,010 △1,247

株主資本合計   

当期首残高 142,312 149,612

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

中間純利益 4,463 5,366

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 186 180

土地再評価差額金の取崩 0 －

当中間期変動額合計 3,954 4,145

当中間期末残高 146,267 153,758
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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 27,245 48,456

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）

△658 △1,909

当中間期変動額合計 △658 △1,909

当中間期末残高 26,586 46,546

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △141 △820

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）

△393 393

当中間期変動額合計 △393 393

当中間期末残高 △535 △427

土地再評価差額金   

当期首残高 5,065 5,070

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）

△0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 5,065 5,070

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 32,169 52,706

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）

△1,052 △1,516

当中間期変動額合計 △1,052 △1,516

当中間期末残高 31,116 51,189

少数株主持分   

当期首残高 10,220 10,836

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）

318 △25

当中間期変動額合計 318 △25

当中間期末残高 10,539 10,810

純資産合計   

当期首残高 184,702 213,154

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

中間純利益 4,463 5,366

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 186 180

土地再評価差額金の取崩 0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△733 △1,542

当中間期変動額合計 3,220 2,603

当中間期末残高 187,923 215,757
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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) 

該当ありません。 
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３．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 147,573 171,328

コールローン 90,234 53,576

買入金銭債権 6,040 2,950

商品有価証券 783 891

有価証券 990,012 990,791

貸出金 1,568,978 1,586,056

外国為替 5,806 2,761

その他資産 12,437 13,190

その他の資産 12,437 13,190

有形固定資産 32,615 32,296

無形固定資産 3,090 2,785

支払承諾見返 6,325 6,727

貸倒引当金 △18,951 △18,289

資産の部合計 2,844,947 2,845,066

負債の部   

預金 2,410,005 2,422,812

譲渡性預金 111,787 130,764

コールマネー 48,663 23,420

債券貸借取引受入担保金 9,590 4,961

借用金 1,093 929

外国為替 75 151

社債 22,000 22,000

その他負債 16,277 12,186

未払法人税等 2,051 2,792

リース債務 299 261

資産除去債務 89 90

その他の負債 13,836 9,042

役員賞与引当金 42 15

退職給付引当金 6,174 6,082

役員退職慰労引当金 316 350

睡眠預金払戻損失引当金 635 627

偶発損失引当金 501 528

繰延税金負債 8,697 8,098

再評価に係る繰延税金負債 3,516 3,516

支払承諾 6,325 6,727

負債の部合計 2,645,701 2,643,172
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(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) 

純資産の部   

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 16,232 16,240

資本準備金 16,232 16,232

その他資本剰余金 － 8

利益剰余金 108,036 112,550

利益準備金 14,064 14,064

その他利益剰余金 93,972 98,486

固定資産圧縮積立金 517 517

株式消却積立金 1,066 2,066

別途積立金 77,520 84,520

繰越利益剰余金 14,867 11,382

自己株式 △822 △1,247

株主資本合計 146,898 150,996

その他有価証券評価差額金 48,096 46,253

繰延ヘッジ損益 △820 △427

土地再評価差額金 5,070 5,070

評価・換算差額等合計 52,346 50,896

純資産の部合計 199,245 201,893

負債及び純資産の部合計 2,844,947 2,845,066

（株）阿波銀行（8388）平成26年３月期 第２四半期決算短信

－ 12 －



（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 25,806 26,461

資金運用収益 21,465 21,578

（うち貸出金利息） 15,158 14,561

（うち有価証券利息配当金） 6,083 6,806

役務取引等収益 2,922 3,378

その他業務収益 562 252

その他経常収益 855 1,252

経常費用 18,038 18,146

資金調達費用 1,230 1,117

（うち預金利息） 706 525

役務取引等費用 697 719

その他業務費用 47 472

営業経費 13,918 13,841

その他経常費用 2,144 1,995

経常利益 7,767 8,315

特別損失 30 23

税引前中間純利益 7,737 8,291

法人税、住民税及び事業税 2,037 2,777

法人税等調整額 1,299 196

法人税等合計 3,337 2,973

中間純利益 4,400 5,317
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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 23,452 23,452

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 23,452 23,452

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 16,232 16,232

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 16,232 16,232

その他資本剰余金   

当期首残高 － －

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 8

当中間期変動額合計 － 8

当中間期末残高 － 8

資本剰余金合計   

当期首残高 16,232 16,232

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 8

当中間期変動額合計 － 8

当中間期末残高 16,232 16,240

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 14,064 14,064

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 14,064 14,064

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 517 517

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 517 517

株式消却積立金   

当期首残高 786 1,066

当中間期変動額   

株式消却積立金の積立 1,000 1,000

当中間期変動額合計 1,000 1,000

当中間期末残高 1,786 2,066
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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) 

別途積立金   

当期首残高 76,520 77,520

当中間期変動額   

別途積立金の積立 1,000 7,000

当中間期変動額合計 1,000 7,000

当中間期末残高 77,520 84,520

繰越利益剰余金   

当期首残高 9,385 14,867

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

株式消却積立金の積立 △1,000 △1,000

別途積立金の積立 △1,000 △7,000

中間純利益 4,400 5,317

自己株式の処分 △12 －

土地再評価差額金の取崩 0 －

当中間期変動額合計 1,697 △3,485

当中間期末残高 11,083 11,382

利益剰余金合計   

当期首残高 101,274 108,036

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

株式消却積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

中間純利益 4,400 5,317

自己株式の処分 △12 －

土地再評価差額金の取崩 0 －

当中間期変動額合計 3,697 4,514

当中間期末残高 104,971 112,550

自己株式   

当期首残高 △1,204 △822

当中間期変動額   

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 198 172

当中間期変動額合計 194 △424

当中間期末残高 △1,010 △1,247

株主資本合計   

当期首残高 139,755 146,898

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

中間純利益 4,400 5,317

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 186 180

土地再評価差額金の取崩 0 －

当中間期変動額合計 3,891 4,097

当中間期末残高 143,647 150,996
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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 27,103 48,096

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）

△704 △1,842

当中間期変動額合計 △704 △1,842

当中間期末残高 26,399 46,253

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △141 △820

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）

△393 393

当中間期変動額合計 △393 393

当中間期末残高 △535 △427

土地再評価差額金   

当期首残高 5,065 5,070

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）

△0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 5,065 5,070

評価・換算差額等合計   

当期首残高 32,027 52,346

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）

△1,097 △1,449

当中間期変動額合計 △1,097 △1,449

当中間期末残高 30,929 50,896

純資産合計   

当期首残高 171,783 199,245

当中間期変動額   

剰余金の配当 △690 △803

中間純利益 4,400 5,317

自己株式の取得 △4 △597

自己株式の処分 186 180

土地再評価差額金の取崩 0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,097 △1,449

当中間期変動額合計 2,793 2,648

当中間期末残高 174,577 201,893
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