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金融経済情勢
　当中間期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響による世界的な景気後退により大きく低迷し
ました。特に感染者数が急増した期の前半は、主要国で
のロックダウンや国内における緊急事態宣言に伴う外出
制限などにより輸出や個人消費が大幅に減少し、生産活
動も需要減退に伴う操業調整などによりリーマン・ショ
ック直後に匹敵する落ち込みとなりました。感染拡大に
一定の歯止めがかかった期の後半には経済活動の再開に
伴って持ち直しの動きが見られましたが、感染再拡大の
懸念などを背景に反発力が弱い展開が続きました。
　当中間期の金融マーケットの動向をみると、日銀の金
融緩和策のもとで長期金利は、期の前半に△0.050％ま
で低下した後、夏場に0.055％まで上昇しましたが、期
末には△0.005％まで低下しました。日経平均株価は回
復基調で推移し、６月に23,000円台まで値を戻しまし
たが、その後は欧米の感染症対応をめぐる動きなどを受
けて一進一退の相場展開が続き、期末には23,000円台
半ばの水準に落ち着きました。米ドル円相場は円安傾向
が続き、６月には一時109円台まで下落しました。感染
状況が落ち着いた期の後半には米国の経済対策の追加や
金融緩和姿勢の継続への期待などを背景にドル安圧力が
広がり、期末にかけて105円台半ばまで円高が進みまし
た。
　こうした金融経済環境のもとで、当行グループの主た
る営業基盤である山陰両県の経済は厳しい状況が続きま
した。生産活動が海外市場向けの製品比率が高い鉄鋼や
電子部品・デバイス、輸送機械などを中心に大幅に落ち
込んだほか、設備投資にも規模の縮小や実施を先送りす
る動きがみられました。個人消費も衛生用品や情報家電
などに対する特需が一部でみられたものの、雇用・所得
環境の悪化をうけて総じて低調に推移しました。

業績
　損益につきましては、経常利益は前年同期比14億円
減少の79億円となりました。これは貸出金利息等の資
金利益や債券関係損益等のその他業務利益が増加しまし
たが、コロナ禍によるお取引先企業の業況悪化等に伴い
与信費用が増加したことなどによるものです。また、親
会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比10億円
減少の53億円となりました。
　財政状態につきましては、預金等（譲渡性預金を含
む）は、期中1,833億円増加し、4兆4,045億円となり
ました。これは、金融機関部門で減少した一方で、個
人・法人・公金部門では増加したことによるものです。
貸出金は、個人向け・法人向けともに増加したことか
ら、期中1,318億円増加し、3兆4,542億円となりまし
た。有価証券は、国債の大量償還をむかえる中で、リス
クを見極めながら市場動向に応じた適切な運用に努めた
結果、期中1,216億円増加し、1兆7,765億円となりま
した。
　連結自己資本比率（国内基準）は、前期末比0.05ポイ
ント上昇し13.00％となりました。

キャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加
したものの、預金や借用金が増加したことなどから、
1,950億円の収入となりました。投資活動によるキャッ
シュ・フローは、有価証券の取得が売却や償還を上回っ
たことなどから、1,031億円の支出となりました。ま
た、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支
払などから、20億円の支出となり、その結果、現金及
び現金同等物の中間期末残高は、期中898億円増加し、
6,574億円となりました。

■ 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 （単位：百万円）
　

2018年度
中間連結会計期間

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間 2018年度 2019年度

連結経常収益 50,143 43,847 43,063 97,833 90,352
連結経常利益 9,659 9,354 7,954 19,294 16,256
親会社株主に帰属する中間純利益 6,668 6,356 5,307 ― ―
親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― ― 13,205 10,467
連結中間包括利益 2,784 15,550 18,578 ― ―
連結包括利益 ― ― ― 14,251 △6,545
連結純資産額 362,247 385,110 378,264 372,498 361,650
連結総資産額 5,399,835 5,632,157 6,024,952 5,599,597 5,691,460
1株当たり純資産額 2,308.61円 2,457.04円 2,417.84円 2,377.12円 2,314.51円
1株当たり中間純利益 42.71円 40.73円 34.08円 ―円 ―円
1株当たり当期純利益 ―円 ―円 ―円 84.58円 67.07円
潜在株式調整後
1株当たり中間純利益 42.59円 40.63円 34.02円 ―円 ―円
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 ―円 ―円 ―円 84.35円 66.91円
自己資本比率 6.6％ 6.8％ 6.2％ 6.6％ 6.3％
連結自己資本比率（国内基準） 14.17％ 14.09％ 13.00％ 13.79％ 12.95％
営業活動によるキャッシュ・フロー △200,999 △2,840 195,094 △63,349 △107,251
投資活動によるキャッシュ・フロー 179,597 28,367 △103,198 269,952 △85,927
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,978 △2,975 △2,036 △4,193 △4,072
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 538,100 787,440 657,496 764,889 567,637
従業員数
（外、平均臨時従業員数）

2,215人
（ 1,095人）

2,247人
（ 1,184人）

2,191人
（ 1,111人）

2,221人
（ 1,145人）

2,181人
（ 1,156人）

　

（注）1．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2．自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末新株予約権－（中間）期末非支配株主持分）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。
3．連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
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当行は、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中
間連結キャッシュ・フロー計算書について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査
法人の監査証明を受けております。

■ 中間連結貸借対照表 （単位：百万円）
　

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間

（資産の部）
現金預け金 791,477 661,489
コールローン及び買入手形 1,295 ―
買入金銭債権 11,026 10,216
商品有価証券 86 156
金銭の信託 4,973 4,980
有価証券 1,569,895 1,776,555
貸出金 3,130,223 3,454,247
外国為替 4,069 9,223
リース債権及びリース投資資産 30,124 29,847
その他資産 69,462 67,318
有形固定資産 35,865 34,461
無形固定資産 6,142 5,212
退職給付に係る資産 37 ―
繰延税金資産 198 66
支払承諾見返 15,007 14,305
貸倒引当金 △37,682 △43,021
投資損失引当金 △44 △109

資産の部合計 5,632,157 6,024,952
（負債の部）

預金 3,783,867 4,199,692
譲渡性預金 242,970 204,890
コールマネー及び売渡手形 138,790 73,465
債券貸借取引受入担保金 534,850 431,093
借用金 449,455 660,665
外国為替 50 25
その他負債 57,535 44,564
賞与引当金 1,023 1,005
退職給付に係る負債 10,442 10,912
株式給付引当金 334 331
役員退職慰労引当金 73 77
睡眠預金払戻損失引当金 382 337
その他の偶発損失引当金 909 892
特別法上の引当金 0 0
繰延税金負債 9,096 2,291
再評価に係る繰延税金負債 2,258 2,135
支払承諾 15,007 14,305

負債の部合計 5,247,046 5,646,687
（純資産の部）

資本金 20,705 20,705
資本剰余金 21,385 21,381
利益剰余金 280,263 286,763
自己株式 △680 △748
　 株主資本合計 321,674 328,101
その他有価証券評価差額金 63,562 51,040
繰延ヘッジ損益 5 1
土地再評価差額金 2,738 2,513
退職給付に係る調整累計額 △4,482 △4,872
　 その他の包括利益累計額合計 61,824 48,683
新株予約権 281 170
非支配株主持分 1,330 1,309

純資産の部合計 385,110 378,264
負債及び純資産の部合計 5,632,157 6,024,952
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■ 中間連結損益計算書 （単位：百万円）
　

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間

経常収益 43,847 43,063
　資金運用収益 28,525 27,605
　（うち貸出金利息） （16,460） （17,212）
　（うち有価証券利息配当金） （10,798） （9,769）
　役務取引等収益 5,308 5,073
　その他業務収益 8,677 8,751
　その他経常収益 1,336 1,633
経常費用 34,492 35,109
　資金調達費用 2,320 1,067
　（うち預金利息） （778） （656）
　役務取引等費用 2,083 2,109
　その他業務費用 7,862 7,632
　営業経費 20,580 20,425
　その他経常費用 1,645 3,873
経常利益 9,354 7,954
特別利益 0 5
　固定資産処分益 0 5
　金融商品取引責任準備金取崩額 ― 0
特別損失 201 258
　固定資産処分損 118 31
　減損損失 83 227
　金融商品取引責任準備金繰入額 0 ―
税金等調整前中間純利益 9,153 7,701
法人税、住民税及び事業税 2,989 2,694
法人税等調整額 △200 △275
法人税等合計 2,789 2,419
中間純利益 6,364 5,281
非支配株主に帰属する中間純利益又は
非支配株主に帰属する中間純損失(△) 7 △25
親会社株主に帰属する中間純利益 6,356 5,307

■ 中間連結包括利益計算書 （単位：百万円）
　

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間

中間純利益 6,364 5,281
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 8,862 12,861
　繰延ヘッジ損益 13 △7
　退職給付に係る調整額 310 442
　その他の包括利益合計 9,186 13,296
中間包括利益 15,550 18,578
（内訳）
　親会社株主に係る中間包括利益 15,545 18,591
　非支配株主に係る中間包括利益 4 △13
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■ 中間連結株主資本等変動計算書
　
2019年度中間連結会計期間 （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 20,705 21,381 276,800 △724 318,162
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,974 △2,974
親会社株主に帰属する中間純利益 6,356 6,356
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 3 ― 45 48
土地再評価差額金の取崩 81 81
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 3,463 44 3,511
当中間期末残高 20,705 21,385 280,263 △680 321,674

（単位：百万円）
　

その他の包括利益累計額
新株予約権 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 54,697 △8 2,820 △4,792 52,716 292 1,326 372,498
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,974
親会社株主に帰属する中間純利益 6,356
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 48
土地再評価差額金の取崩 81
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 8,865 13 △81 310 9,107 △11 3 9,100
当中間期変動額合計 8,865 13 △81 310 9,107 △11 3 12,611
当中間期末残高 63,562 5 2,738 △4,482 61,824 281 1,330 385,110
　
2020年度中間連結会計期間 （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 20,705 21,385 283,495 △947 324,637
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,035 △2,035
親会社株主に帰属する中間純利益 5,307 5,307
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △3 △12 199 183
土地再評価差額金の取崩 8 8
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 3,268 199 3,463
当中間期末残高 20,705 21,381 286,763 △748 328,101

（単位：百万円）
　

その他の包括利益累計額
新株予約権 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 38,191 8 2,522 △5,314 35,407 281 1,323 361,650
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,035
親会社株主に帰属する中間純利益 5,307
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 183
土地再評価差額金の取崩 8
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 12,848 △7 △8 442 13,275 △110 △14 13,150
当中間期変動額合計 12,848 △7 △8 442 13,275 △110 △14 16,614
当中間期末残高 51,040 1 2,513 △4,872 48,683 170 1,309 378,264
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■ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）
　

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 9,153 7,701
減価償却費 1,091 1,435
減損損失 83 227
貸倒引当金の増減（△） 164 2,556
投資損失引当金の増減額（△は減少） △1 69
賞与引当金の増減額（△は減少） 14 35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △37 ―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △815 △282
株式給付引当金の増減額（△は減少） 18 △57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △31 △13
その他の偶発損失引当金の増減（△） △59 △88
資金運用収益 △28,525 △27,605
資金調達費用 2,320 1,067
有価証券関係損益（△） 301 △138
金銭の信託の運用損益（△は運用益） 26 19
為替差損益（△は益） △124 △208
固定資産処分損益（△は益） 118 25
貸出金の純増（△）減 △40,176 △131,871
預金の純増減（△） △35,066 287,900
譲渡性預金の純増減（△） △78,400 △104,510
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 2,087 212,947
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 483 △381
コールローン等の純増（△）減 △1,186 1,014
コールマネー等の純増減（△） 62,817 △35,327
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 66,410 △12,003
外国為替（資産）の純増（△）減 1,888 △2,899
外国為替（負債）の純増減（△） 42 1
資金運用による収入 29,940 27,587
資金調達による支出 △2,479 △1,373
その他 11,322 △28,608

小計 1,364 197,218
法人税等の支払額 △4,205 △2,123
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,840 195,094
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 △123,721 △196,691
有価証券の売却による収入 28,102 34,935
有価証券の償還による収入 126,797 59,008
金銭の信託の増加による支出 △1,000 △44
有形固定資産の取得による支出 △443 △187
無形固定資産の取得による支出 △1,368 △309
有形固定資産の売却による収入 2 90
投資活動によるキャッシュ・フロー 28,367 △103,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △0 △0
自己株式の売却による収入 0 0
配当金の支払額 △2,974 △2,035
非支配株主への配当金の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,975 △2,036
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,550 89,858
現金及び現金同等物の期首残高 764,889 567,637
現金及び現金同等物の中間期末残高 787,440 657,496
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（2020年度中間連結会計期間）
■ 注記事項
（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
1. 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 9社
松江不動産株式会社
合銀ビジネスサービス株式会社
株式会社山陰オフィスサービス
ごうぎん証券株式会社
山陰債権回収株式会社
山陰総合リース株式会社
ごうぎん保証株式会社
株式会社ごうぎんクレジット
ごうぎんキャピタル株式会社

(2)非連結子会社 11社
主要な会社名
しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合
とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合
山陰中小企業支援3号投資事業有限責任組合
　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損
益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う
額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う
額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団
の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨
げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から
除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社 0社
(2)持分法適用の関連会社 0社
(3)持分法非適用の非連結子会社 11社
主要な会社名
しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合
とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合
山陰中小企業支援3号投資事業有限責任組合

(4)持分法非適用の関連会社 0社
　持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持
分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及
びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸
表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から
除いております。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、すべて9月末日であり
ます。
4. 会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動
平均法により算定）により行っております。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券につい
ては移動平均法による償却原価法（定額法）、その
他有価証券については原則として中間連結決算日の
市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法
により算定）、ただし時価を把握することが極めて
困難と認められるものについては移動平均法による
原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全
部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有
価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法によ
り行っております。

(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行って
おります。

(4)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、建物については定額
法、動産については定率法を採用し、年間減価償
却費見積額を期間により按分し計上しておりま
す。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物：15年～50年
その他： 5年～15年
　連結子会社の有形固定資産については、資産の
見積耐用年数に基づき、主として定額法により償
却しております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しておりま
す。なお、自社利用のソフトウエアについては、
当行及び連結子会社で定める利用可能期間（主と
して5年）に基づいて償却しております。

③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー
ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法に
より償却しております。なお、残存価額について
は、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零とし
ております。

(5)貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当
基準に則り、次のとおり計上しております。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償
却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本
公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号
2020年10月8日）に規定する正常先債権及び要注
意先債権に相当する債権については、主として今後
1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を
見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は
3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実
績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値
に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な
修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に
相当する債権については、債権額から担保の処分可
能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち必要と認める額を計上しておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権
については、債権額から、担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上
しております。
　なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を
緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者
単体又はグループでの与信額から担保等による保全
額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のう
ち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャ
ッシュ・フローを合理的に見積もることができる債
権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件
緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳
簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシ
ュ・フロー見積法）により計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、
営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定
を実施しております。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上し
ております。
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(6)投資損失引当金の計上基準
　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるた
め、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必
要と認められる額を計上しております。

(7)賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備える
ため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当
中間連結会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。

(8)株式給付引当金の計上基準
　株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当
行取締役（監査等委員である取締役を除く）及び当
行執行役員への当行株式等の給付に備えるため、株
式等給付見積額のうち、当中間連結会計期間末まで
に発生していると認められる額を計上しておりま
す。

(9)役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、連結子会社において、役
員への退職慰労金の支払いに備えるため、同役員に
対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結
会計期間末までに発生していると認められる額を計
上しております。

(10)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、
利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるた
め、必要と認められる額を計上しております。

(11)その他の偶発損失引当金の計上基準
　その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対
象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する
可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額
を計上しております。

(12)特別法上の引当金の計上基準
　特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金で
あり、証券事故による損失に備えるため、連結子会
社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業
等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところ
により算出した額を計上しております。

(13)退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法
については給付算定式基準によっております。ま
た、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理
方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（10年）による定額法
により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従
業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額を、それぞ
れ発生の翌連結会計年度から損益処理

　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債
及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間
連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務
とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(14)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決
算日の為替相場による円換算額を付しております。
　連結子会社の外貨建資産・負債については、それ
ぞれの中間決算日等の為替相場により換算しており
ます。

(15)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに
対するヘッジ会計の方法は、一部の固定金利貸出
金に対して個別に金利スワップ取引等の紐付けを
行い、金利スワップの特例処理、あるいは繰延ヘ
ッジによっております。

② 為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変
動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業
における外貨建取引等の会計処理に関する会計上
及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第25号 2002年7月29日）に
規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有
効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス
ワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段
とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に
見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在
することを確認することによりヘッジの有効性を
評価しております。
　また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動
リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象とな
る外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有
価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先
負債が存在していること等を条件に包括ヘッジと
して時価ヘッジを適用しております。

(16)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の
範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金
の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」
のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

(17)消費税等の会計処理
　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税
の会計処理は、税抜方式によっております。

(18)税効果会計に関する事項
　中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税
等調整額は、当行及び国内連結子会社の当事業年度
において予定している剰余金の処分による固定資産
圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中
間連結会計期間に係る金額を計算しております。

（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症拡大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の影響については、
2020年4月から6月をボトムに経済活動が再開するも、
緩やかな回復に留まっております。新型コロナウイルス
感染症の影響は、前連結会計年度末時点において2020
年9月頃には収束するものと仮定しておりましたが、
2021年3月以降、徐々に収束していくとの仮定に変更
しております。本仮定のもと、繰延税金資産の回収可能
性等の見積りを行っており、一時的に業況が悪化した取
引先については、個別にその影響も勘案の上、貸倒引当
金を計上しております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時
期、経済の回復過程等については、当中間連結会計期間
末時点で入手可能な情報に基づき仮定しておりますが、
不確実性を有しております。影響がさらに長期化した場
合には、貸倒引当金の増加や繰延税金資産の減少等によ
り、当行グループの財政状態及び経営成績に重要な影響
を及ぼす可能性があります。
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（信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　当行は、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に
貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役
（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員（以下、
「取締役等」という。）に対し、「株式給付信託（BBT）」
を導入しております。
1. 取引の概要
　本制度のもと当行は、対象となる取締役等に対し当
行が定めた役員株式給付規程に基づき、事業年度毎に
ポイントを付与し、取締役等の退任時に累計ポイント
に相当する当行株式及び当行株式を退任日時点の時価
で換算した金額相当の金銭（以下、「当行株式等」と
いう。）を信託を通じて給付します。取締役等に対し
給付する当行株式等については、予め信託設定した金
銭により取得し、信託財産として分別管理しておりま
す。
2. 信託が保有する当行株式
　信託が保有する当行株式を信託における帳簿価額に
より、純資産の部に自己株式として計上しておりま
す。当中間連結会計期間末における当該自己株式の帳
簿価額は543百万円、株式数は888千株であります。

（中間連結貸借対照表関係）
1. 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

出資金 3,546百万円
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し
付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含ま
れておりますが、その金額は次のとおりであります。

34,279百万円
3. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のと
おりであります。

破綻先債権額 4,943百万円
延滞債権額 43,447百万円

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延
が相当期間継続していることその他の事由により元本
又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」とい
う。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同
項第4号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ
て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。
4. 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりで
あります。

3カ月以上延滞債権額 52百万円
　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支
払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。
5. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであ
ります。

貸出条件緩和債権額 13,186百万円
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。

6. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額
及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであり
ます。

合計額 61,630百万円
　なお、上記3．から6．に掲げた債権額は、貸倒引
当金控除前の金額であります。
7. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適
用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月
13日）に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は次のとおりであります。

6,847百万円
8. ローン・パーティシペーションで、「ローン・パー
ティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28
日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計
処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計
上額は次のとおりであります。

49,789百万円
9. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
　有価証券 951,033百万円
　貸出金 278,317百万円
リース債権及びリース投資資産 16,690百万円
　その他資産 1,623百万円
　 計 1,247,664百万円
担保資産に対応する債務
　預金 159,026百万円
　債券貸借取引受入担保金 431,093百万円
　借用金 657,560百万円
　その他負債 403百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物
取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れてお
ります。

その他資産 40,017百万円
　また、その他資産には、保証金が含まれております
が、その金額は次のとおりであります。

保証金 713百万円
10. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライ
ン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は次の
とおりであります。

融資未実行残高 914,965百万円
　うち原契約期間が1年以内のもの又は
　任意の時期に無条件で取消可能なもの

833,461百万円
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終
了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フロ
ーに影響を与えるものではありません。これらの契約
の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を
することができる旨の条項が付けられております。ま
た、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて
いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。
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11. 土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布
法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評
価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る
税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負
債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月
31日公布政令第119号）第2条第4号に定める、地
価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算
の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長
官が定めて公表した方法により算定した価額に合理
的な調整を行って算出する方法と、同条第5号に定
める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。

12. 有形固定資産の減価償却累計額
減価償却累計額 49,040百万円

13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金
融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証
債務の額

81,074百万円

（中間連結損益計算書関係）
1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。

償却債権取立益 0百万円
2. その他経常費用には、次のものを含んでおります。

貸出金償却 6百万円
貸倒引当金繰入額 2,658百万円
株式等償却 124百万円
貸出債権等の売却に伴う損失 52百万円

3. 当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位として
おります（ただし、連携して営業を行っている出張所
は当該営業店単位に含む）。また、本部、システム・
集中センター、社宅・寮、厚生施設等については、独
立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、
共用資産としております。賃貸資産は、原則賃貸先毎
にグルーピングを行っております。
　また、連結子会社は、主として各社を1単位として
グルーピングを行っております。
　このうち、以下の資産グループ（営業利益の減少に
よるキャッシュ・フローの低下がみられる営業店舗及
び継続的な地価の下落等がみられる遊休資産）につい
て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失と
して特別損失に計上しております。
地 域 主な用途 種 類 減損損失（百万円）
山陰地区 営業店舗 土地・建物 6

山陰地区 遊休資産 土地・建物・
動産 100

その他 営業店舗 土地 3
その他 遊休資産 土地・建物 116
合 計 ― ― 227

　当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額
（有形固定資産については不動産鑑定評価基準又は路線
価等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除した
額）としております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及
び株式数に関する事項

（単位：千株）

当連結会計年
度期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数 摘要

発行済株式
　普通株式 156,977 ― ― 156,977
　 合 計 156,977 ― ― 156,977
自己株式
　普通株式 1,417 0 276 1,142 （注）
　 合 計 1,417 0 276 1,142
（注1）当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式には、株式給付信

託（BBT）が保有する当行株式1,007千株及び888千株がそれぞれ含まれて
おります。

（注2）自己株式の増加は単元未満株式の買取請求によるものであります。また、自
己株式の減少のうち156千株は新株予約権の行使、119千株は株式給付信託
（BBT）による給付、0千株は単元未満株式の買増請求によるものでありま
す。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新 株
予約権
の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連
結会計期
間末残高
（百万円）

摘要当連結
会計年
度期首

当中間
連結会計
期間増加

当中間
連結会計
期間減少

当中間
連結会計
期間末

当行
ストック・
オプション
としての
新株予約権

― 170

合 計 ― 170

3. 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額

（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

2020年6月25日
定時株主総会 普通株式 2,035 13 2020年3月31日 2020年6月26日

（注）2020年6月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託
（BBT）が保有する当行株式に対する配当金13百万円が含まれております。

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、
配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後と
なるもの

（決議） 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

配当の
原資

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2020年11月11日
取締役会 普通株式 1,097 利益剰余金 7 2020年9月30日 2020年12月4日

（注）2020年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託
（BBT）が保有する当行株式に対する配当金6百万円が含まれております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 661,489百万円
日本銀行への預け金以外の預け金 △3,993百万円
現金及び現金同等物 657,496百万円

（リース取引関係）
借手側
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
（ア）有形固定資産
主として、ATM、営業店システム及び事業用
設備であります。
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（イ）無形固定資産
ソフトウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法
　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項「4．会計方針に関する事項」の「(4)固定
資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま
す。

(2)通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行
っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。

2. オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。

貸手側
1. リース投資資産の内訳

リース料債権部分の金額 29,922百万円
見積残存価額部分の金額 2,392百万円
受取利息相当額 △2,467百万円
リース投資資産 29,847百万円

2. リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権
部分の中間連結決算日後の回収予定額
リース投資資産
1年以内 9,280百万円
1年超2年以内 7,568百万円
2年超3年以内 5,737百万円
3年超4年以内 3,888百万円
4年超5年以内 2,040百万円
5年超 1,408百万円
合 計 29,922百万円

（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
は、次のとおりであります。なお、中間連結貸借対照表
計上額の重要性が乏しい科目及び時価を把握することが
極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含め
ておりません。

（単位：百万円）

科 目 中間連結貸借
対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金預け金 661,489 661,489 ―
(2)有価証券
満期保有目的の債券 81,477 81,338 △138
その他有価証券 1,669,307 1,669,307 ―

(3)貸出金 3,454,247
貸倒引当金（＊1） △40,832

3,413,415 3,484,306 70,890
資産計 5,825,689 5,896,441 70,752
(1)預金 4,199,692 4,200,656 963
(2)譲渡性預金 204,890 204,890 ―
(3)コールマネー及び売渡手形 73,465 73,465 ―
(4)債券貸借取引受入担保金 431,093 431,093 ―
(5)借用金 660,665 660,652 △12
負債計 5,569,806 5,570,758 951
デリバティブ取引（＊2）

ヘッジ会計が適用されていないもの 344 344 ―
ヘッジ会計が適用されているもの (45) (45) ―

デリバティブ取引計 298 298 ―
（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しておりま
す。なお、合計で正味の債務となる項目は（ ）で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
　これらは、満期のないもの又は残存期間が短期間
（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。

(2)有価証券
　株式は取引所の価格を時価としております。債券
は日本証券業協会等の公表市場価格、情報ベンダー
算定価格、ブローカー提示価格の優先順位で時価と
しております。投資信託は公表基準価格、ブローカ
ー提示価格の優先順位で時価としております。
　自行保証付私募債は、内部格付、保全、期間に基
づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受
を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を
算定しております。

(3)貸出金
　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映
するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっ
ていない限り、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。固定金
利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全、
期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の
新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引い
て時価を算定しております。なお、残存期間が短期
間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対す
る債権等については、見積将来キャッシュ・フロー
の現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に
基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は帳
簿価額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似
しており、当該価額を時価としております。
　なお、ヘッジ会計により、ヘッジ対象となる貸出
金と一体として処理されている金利スワップ取引の
時価を含めて記載しております。

負 債
(1)預金
　要求払預金については、中間連結決算日に要求さ
れた場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてお
ります。また、定期預金の時価は、預金の種類及び
期間に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り
引いて現在価値を算定しております。その割引率は、
新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。なお、残存期間が短期間（1年以内）のも
のは、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額を時価としております。

(2)譲渡性預金
　これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

(3)コールマネー及び売渡手形
　これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

(4)債券貸借取引受入担保金
　これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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(5)借用金
　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映
するため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。固定金利によ
るものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を
行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
により算定しております。なお、残存期間が短期間
（1年以内）のものについては、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引情
報）」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとお
りであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他
有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分 中間連結貸借対照表計上額
①非上場株式（＊1）（＊2） 2,232
②組合出資金（＊3） 16,445
③その他 7,093

合 計 25,771
（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）当中間連結会計期間において、非上場株式について24百万円減損処理を行っ

ております。
（＊3）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて

困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象と
はしておりません。

（資産除去債務関係）
　当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 485百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 ―百万円
時の経過による調整額 2百万円
資産除去債務の履行による減少額 ―百万円
有形固定資産の譲渡に伴う減少額 ―百万円
当中間連結会計期間末残高 487百万円

（賃貸等不動産関係）
　記載すべき重要なものはありません。

（1株当たり情報）
1. 1株当たり純資産額 2,417円84銭
（注）1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のと

おりであります。なお、1株当たり純資産額の
算定上、自己株式に計上した株式給付信託
（BBT）が保有する当行株式（888千株）は、
当中間連結会計期間末の発行済株式総数から
控除する自己株式数に含めております。
純資産の部の合計額 378,264百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 1,480百万円
　うち新株予約権 170百万円
　うち非支配株主持分 1,309百万円
普通株式に係る中間期末の純資産額 376,784百万円
1株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末の普通株式の数 155,835千株

2. 1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在
株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
(1)1株当たり中間純利益 34.08円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益 5,307百万円
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中間純利益 5,307百万円
普通株式の期中平均株式数 155,688千株

(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 34.02円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 ―百万円
普通株式増加数 303千株
　うち新株予約権 303千株
希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後1株当たり中
間純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 ―

（注）1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株
当たり中間純利益の算定上、自己株式に計上
した株式給付信託（BBT）が保有する当行株
式（当中間連結会計期間平均株式数960千株）
は、当中間連結会計期間の期中平均株式数の
計算において控除する自己株式数に含めてお
ります。

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。
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■ セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
　当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。したがっ
て、当行グループは、連結会社の事業の内容によるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」「リ
ース業」の2つを報告セグメントとしております。「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替
業務等を行っており、当行グループにおける中心的セグメントであります。「リース業」は、連結子会社の山陰
総合リース株式会社においてリース業務を行っております。

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
における記載と概ね同一であります。
　セグメント間の内部経常収益は、通常の取引と同等の価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
　
（2019年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

報告セグメント
その他 合計 調整額 中間連結

財務諸表計上額銀行業 リース業 計

経常収益
　外部顧客に対する
　経常収益 35,186 7,905 43,091 776 43,868 △21 43,847

　セグメント間の内部
　経常収益 222 125 347 596 944 △944 ―

計 35,408 8,030 43,439 1,373 44,812 △965 43,847
セグメント利益又は損失（△） 9,229 276 9,505 △126 9,379 △24 9,354
セグメント資産 5,607,933 52,565 5,660,498 18,998 5,679,497 △47,340 5,632,157
セグメント負債 5,237,318 47,065 5,284,384 6,511 5,290,895 △43,849 5,247,046
その他の項目
減価償却費 899 123 1,022 68 1,091 ― 1,091
資金運用収益 28,582 4 28,586 17 28,604 △79 28,525
資金調達費用 2,299 70 2,370 4 2,374 △54 2,320
特別利益 0 ― 0 ― 0 ― 0
（固定資産処分益） 0 ― 0 ― 0 ― 0
　特別損失 193 ― 193 8 201 ― 201
（固定資産処分損） 118 ― 118 0 118 ― 118
（減損損失） 75 ― 75 7 83 ― 83
　税金費用 2,731 96 2,828 △41 2,787 1 2,789
　

（注）1．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載して
おります。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、証券業、信用保証業等を含んでおります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 外部顧客に対する経常収益の調整額△21百万円は、「リース業」の貸倒引当金戻入益であります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額△24百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(3) セグメント資産の調整額△47,340百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(4) セグメント負債の調整額△43,849百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(5) 資金運用収益の調整額△79百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(6) 資金調達費用の調整額△54百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(7) 税金費用の調整額1百万円は、全てセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。

4．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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（2020年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

報告セグメント
その他 合計 調整額 中間連結

財務諸表計上額銀行業 リース業 計

経常収益
　外部顧客に対する
　経常収益 34,263 7,940 42,203 859 43,063 ― 43,063

　セグメント間の内部
　経常収益 228 107 335 380 715 △715 ―

計 34,491 8,047 42,539 1,239 43,779 △715 43,063
セグメント利益又は損失（△） 8,036 11 8,048 △42 8,005 △51 7,954
セグメント資産 6,002,721 55,324 6,058,045 20,006 6,078,052 △53,099 6,024,952
セグメント負債 5,639,853 49,697 5,689,550 7,721 5,697,272 △50,584 5,646,687
その他の項目
減価償却費 1,288 107 1,395 39 1,435 ― 1,435
資金運用収益 27,670 4 27,674 12 27,687 △81 27,605
資金調達費用 1,047 72 1,119 3 1,122 △55 1,067
特別利益 1 ― 1 4 5 ― 5
（固定資産処分益） 1 ― 1 4 5 ― 5
　特別損失 1,249 ― 1,249 4 1,254 △995 258
（固定資産処分損） 26 ― 26 4 31 ― 31
（減損損失） 227 ― 227 ― 227 ― 227
（子会社株式評価損） 995 ― 995 ― 995 △995 ―
　税金費用 2,411 △24 2,387 39 2,426 △6 2,419
　

（注）1．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載して
おります。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、証券業、信用保証業等を含んでおります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△51百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(2) セグメント資産の調整額△53,099百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(3) セグメント負債の調整額△50,584百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(4) 資金運用収益の調整額△81百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(5) 資金調達費用の調整額△55百万円は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
(6) 子会社株式評価損の調整額△995百万円は、「銀行業」において計上した、証券業を営む清算予定の子会社の株式評価損の消去によるものであります。
(7) 税金費用の調整額△6百万円は、全てセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。

4．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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■ 関連情報
1. サービスごとの情報

（2019年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

貸出業務 有価証券
投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 16,781 12,279 7,905 6,881 43,847
　

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

（2020年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

貸出業務 有価証券
投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 17,557 11,648 7,940 5,917 43,063
　

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報
(1)経常収益
　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産
　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％
を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省
略しております。

■ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
（2019年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

報告セグメント その他 合計銀行業 リース業 計
減損損失 75 ― 75 7 83
（注）その他の金額は、不動産賃貸管理業及び信用保証業に係る金額であります。

（2020年度中間連結会計期間） （単位：百万円）
　

報告セグメント その他 合計銀行業 リース業 計
減損損失 227 ― 227 ― 227
　

■ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。

　
■ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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■ 連結リスク管理債権 （単位：百万円）
　

2019年度
中間連結会計期間

2020年度
中間連結会計期間

破綻先債権額 2,330 4,943
延滞債権額 39,001 43,447
3ヵ月以上延滞債権額 39 52
貸出条件緩和債権額 16,938 13,186

合 計 58,309 61,630


