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１．当中間決算に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

連結ベースの損益状況については、日本銀行のマイナス金利政策もあり、貸出金利回りは一段と低

下しましたが、外国証券や投資信託などへの積極的な投資により、有価証券利息配当金が増加したこ

となどから、資金利益が増加しました。このほか、株式等関係損益の増加や与信費用の減少などの利

益増加要因がありました。これに対し、利益減少要因としては、役務取引等利益の減少や営業経費の

増加などがありました。 

以上により、経常利益は前年同期比 13 億 49 百万円増加の 113 億 80 百万円となりました。また、

親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比 11 億 25 百万円増加の 73 億 18 百万円となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

連結ベースの預金は、法人預金および公金預金が増加する一方で、個人預金および金融機関預金が

減少した結果、前期末残高に比べ 564億円減少し、中間期末残高は３兆 8,122億円となりました。 

連結ベースの貸出金は、山陰両県を中心に住宅ローンなどの個人向け貸出が増加したほか、兵庫・

大阪地区などで法人向け貸出が増加したことなどから、前期末残高に比べ 746億円増加し、中間期末

残高は２兆 6,643億円となりました。 

連結ベースの有価証券は、市場動向や投資環境を考慮し、米国債などの外国証券や投資信託等の買

入れを増加させたことなどにより、前期末残高に比べ 539億円増加し、中間期末残高は１兆 9,142億

円となりました。 

連結自己資本比率（国内基準）は、前期末比 0.26ポイント上昇の 15.94％となりました。 

 
(3)連結業績予想に関する定性的情報 

国内経済情勢は、海外景気の減速や円高傾向の強まりにより輸出が伸び悩む一方で、堅調な設備投

資や公共投資の増加などによる政策効果が下支えとなり、生産活動に前向きの動きがみられました。

他方で、賃上げの動きに頭打ち傾向がみられることや個人消費が弱含むなど、将来への不透明感が拭

いきれない状況が続きました。 

当行グループの主たる営業地盤である山陰地方の経済は、公共投資や住宅投資に持ち直しの動きが

みられ、生産活動も総じて高めの水準を維持したほか、雇用情勢も着実な改善が続きました。個人消

費についても弱めながら一部に持ち直しの兆しがみられるなど、総じて底堅い状況で推移しました。 

こうした状況の中、当行の収益環境については、日本銀行のマイナス金利政策のもと、貸出金利回

りの低下傾向が加速するなど、厳しい状況が続くものと予想されますが、中期経営計画で掲げた各施

策を着実に実行してまいります。 

平成 28 年度通期の連結ベースの損益は、経常利益 204 億円程度（前期比 20 億円減少）、親会社株

主に帰属する当期純利益 134 億円程度（前期比４億円増加）を予想しております。また、単体ベース

では経常利益 194億円程度（前期比 25億円減少）、当期純利益 134億円程度（前期比１億円増加）を

予想しております。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)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。 

 

(2)追加情報  

（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を

当中間連結会計期間から適用しております。 
 
（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

取締役及び執行役員（以下、「役員等」という。）に対し、「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しております。 
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① 取引の概要 

本制度のもと当行は、対象となる役員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、役員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。役員等に

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430百万円、株式数は599千株でありま

す。 
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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28年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

現金預け金 586,531 696,590

コールローン及び買入手形 27,718 7,274

買入金銭債権 8,981 8,835

商品有価証券 370 229

金銭の信託 6,497 6,519

有価証券 1,860,333 1,914,244

貸出金 2,589,659 2,664,347

外国為替 5,615 2,724

リース債権及びリース投資資産 25,282 25,020

その他資産 30,683 28,057

有形固定資産 38,251 37,598

無形固定資産 2,187 1,863

繰延税金資産 306 321

支払承諾見返 18,113 17,588

貸倒引当金 △39,870 △40,060

投資損失引当金 △107 △138

資産の部合計 5,160,556 5,371,017

負債の部

預金 3,868,638 3,812,211

コールマネー及び売渡手形 31,550 245,030

売現先勘定 - 34,255

債券貸借取引受入担保金 278,390 305,847

借用金 458,117 507,008

外国為替 16 6

その他負債 101,041 45,694

賞与引当金 1,054 1,024

退職給付に係る負債 12,742 12,318

株式給付引当金 - 33

役員退職慰労引当金 81 84

睡眠預金払戻損失引当金 363 304

その他の偶発損失引当金 837 857

特別法上の引当金 0 0

繰延税金負債 13,503 12,202

再評価に係る繰延税金負債 2,376 2,366

支払承諾 18,113 17,588

負債の部合計 4,786,828 4,996,835
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

資本金 20,705 20,705

資本剰余金 15,516 20,070

利益剰余金 247,413 253,051

自己株式 △629 △2,111

株主資本合計 283,006 291,716

その他有価証券評価差額金 75,089 71,889

繰延ヘッジ損益 △43 2

土地再評価差額金 3,001 2,978

退職給付に係る調整累計額 △5,944 △5,342

その他の包括利益累計額合計 72,102 69,528

新株予約権 521 470

非支配株主持分 18,098 12,467

純資産の部合計 373,728 374,182

負債及び純資産の部合計 5,160,556 5,371,017
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

経常収益 45,662 45,182

資金運用収益 30,894 31,196

（うち貸出金利息） 16,787 16,326

（うち有価証券利息配当金） 12,174 13,164

役務取引等収益 6,117 5,311

その他業務収益 7,181 7,349

その他経常収益 1,469 1,325

経常費用 35,631 33,802

資金調達費用 3,905 4,095

（うち預金利息） 2,489 2,464

役務取引等費用 1,771 1,888

その他業務費用 6,318 6,488

営業経費 20,634 20,944

その他経常費用 3,001 385

経常利益 10,031 11,380

特別利益 0 0

固定資産処分益 0 0

特別損失 267 175

固定資産処分損 24 11

減損損失 243 163

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 9,763 11,205

法人税、住民税及び事業税 3,457 3,803

法人税等調整額 △139 △259

法人税等合計 3,318 3,543

中間純利益 6,445 7,661

非支配株主に帰属する中間純利益 252 343

親会社株主に帰属する中間純利益 6,193 7,318
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

中間純利益 6,445 7,661

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,625 △3,595

繰延ヘッジ損益 113 46

退職給付に係る調整額 429 602

その他の包括利益合計 △6,082 △2,946

中間包括利益 363 4,714

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 87 4,433

非支配株主に係る中間包括利益 275 281
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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 平成27年４月１日 至 平成27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 20,705 15,516 237,697 △766 273,152

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,435 △1,435

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,193 6,193

自己株式の取得 △780 △780

自己株式の処分 △28 323 295

土地再評価差額金の

取崩
51 51

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

― ―

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 ― ― 4,780 △456 4,324

当中間期末残高 20,705 15,516 242,478 △1,222 277,476

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 63,977 △85 3,138 △4,701 62,329 667 17,561 353,710

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,435

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,193

自己株式の取得 △780

自己株式の処分 295

土地再評価差額金の

取崩
51

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

―

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△6,648 113 △51 429 △6,156 △218 261 △6,113

当中間期変動額合計 △6,648 113 △51 429 △6,156 △218 261 △1,789

当中間期末残高 57,329 27 3,087 △4,272 56,172 449 17,822 351,921
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当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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 20,705 15,516 247,413 △629 283,006

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,665 △1,665

親会社株主に帰属す

る中間純利益
7,318 7,318

自己株式の取得 △1,607 △1,607

自己株式の処分 △38 125 86

土地再評価差額金の

取崩
22 22

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

4,554 4,554

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 ― 4,554 5,637 △1,481 8,709

当中間期末残高 20,705 20,070 253,051 △2,111 291,716

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 75,089 △43 3,001 △5,944 72,102 521 18,098 373,728

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,665

親会社株主に帰属す

る中間純利益
7,318

自己株式の取得 △1,607

自己株式の処分 86

土地再評価差額金の

取崩
22

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

4,554

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△3,200 46 △22 602 △2,573 △51 △5,630 △8,256

当中間期変動額合計 △3,200 46 △22 602 △2,573 △51 △5,630 453

当中間期末残高 71,889 2 2,978 △5,342 69,528 470 12,467 374,182
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 (4)継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 
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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28年３月31日)

当中間会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

現金預け金 584,650 694,488

コールローン 27,718 7,274

買入金銭債権 8,057 8,037

商品有価証券 370 229

金銭の信託 6,497 6,519

有価証券 1,861,544 1,915,770

貸出金 2,605,731 2,680,805

外国為替 5,615 2,724

その他資産 15,838 12,321

その他の資産 15,838 12,321

有形固定資産 36,028 35,287

無形固定資産 2,067 1,756

前払年金費用 5,299 4,783

支払承諾見返 18,031 17,511

貸倒引当金 △39,232 △39,430

投資損失引当金 △69 △69

資産の部合計 5,138,148 5,348,009

負債の部

預金 3,883,269 3,827,023

コールマネー 31,550 245,030

売現先勘定 - 34,255

債券貸借取引受入担保金 278,390 305,847

借用金 446,457 494,993

外国為替 16 6

その他負債 95,400 39,263

未払法人税等 3,815 3,246

リース債務 409 307

資産除去債務 372 374

その他の負債 90,803 35,335

賞与引当金 947 926

退職給付引当金 9,325 9,261

株式給付引当金 - 33

睡眠預金払戻損失引当金 363 304

その他の偶発損失引当金 837 857

繰延税金負債 15,663 14,142

再評価に係る繰延税金負債 2,376 2,366

支払承諾 18,031 17,511

負債の部合計 4,782,630 4,991,823
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当中間会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

資本金 20,705 20,705

資本剰余金 15,516 15,516

資本準備金 15,516 15,516

利益剰余金 241,452 247,207

利益準備金 17,584 17,584

その他利益剰余金 223,867 229,622

固定資産圧縮積立金 183 181

別段積立金 206,829 211,829

繰越利益剰余金 16,854 17,611

自己株式 △629 △2,111

株主資本合計 277,045 281,317

その他有価証券評価差額金 74,993 71,417

繰延ヘッジ損益 △43 2

土地再評価差額金 3,001 2,978

評価・換算差額等合計 77,951 74,398

新株予約権 521 470

純資産の部合計 355,518 356,186

負債及び純資産の部合計 5,138,148 5,348,009
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

経常収益 38,741 37,029

資金運用収益 31,153 31,312

（うち貸出金利息） 16,856 16,398

（うち有価証券利息配当金） 12,368 13,209

役務取引等収益 5,774 4,936

その他業務収益 353 84

その他経常収益 1,460 696

経常費用 28,738 26,339

資金調達費用 3,872 4,070

（うち預金利息） 2,491 2,465

役務取引等費用 2,245 2,328

その他業務費用 275 61

営業経費 19,503 19,579

その他経常費用 2,841 299

経常利益 10,003 10,689

特別利益 0 0

特別損失 266 175

税引前中間純利益 9,736 10,515

法人税、住民税及び事業税 3,325 3,287

法人税等調整額 △126 △207

法人税等合計 3,199 3,080

中間純利益 6,537 7,435
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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 平成27年４月１日 至 平成27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 20,705 15,516 ― 15,516

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

別段積立金の積立

剰余金の配当

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 20,705 15,516 ― 15,516

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
別段積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 17,584 188 201,829 11,785 231,388 △766 266,843

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2 2 ―

別段積立金の積立 5,000 △5,000 ―

剰余金の配当 △1,435 △1,435 △1,435

中間純利益 6,537 6,537 6,537

自己株式の取得 △780 △780

自己株式の処分 △28 △28 323 295

土地再評価差額金の

取崩
51 51 51

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 5,000 127 5,124 △456 4,668

当中間期末残高 17,584 186 206,829 11,912 236,513 △1,222 271,512
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　(単位：百万円）

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

土地再評価

差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 63,891 △85 3,138 66,944 667 334,455

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

別段積立金の積立

剰余金の配当 △1,435

中間純利益 6,537

自己株式の取得 △780

自己株式の処分 295

土地再評価差額金の

取崩
51

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△6,650 113 △51 △6,588 △218 △6,806

当中間期変動額合計 △6,650 113 △51 △6,588 △218 △2,138

当中間期末残高 57,240 27 3,087 60,355 449 332,317
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当中間会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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 20,705 15,516 ― 15,516

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

別段積立金の積立

剰余金の配当

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 20,705 15,516 ― 15,516

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
別段積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 17,584 183 206,829 16,854 241,452 △629 277,045

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2 2 ―

別段積立金の積立 5,000 △5,000 ―

剰余金の配当 △1,665 △1,665 △1,665

中間純利益 7,435 7,435 7,435

自己株式の取得 △1,607 △1,607

自己株式の処分 △38 △38 125 86

土地再評価差額金の

取崩
22 22 22

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 5,000 756 5,754 △1,481 4,272

当中間期末残高 17,584 181 211,829 17,611 247,207 △2,111 281,317
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　(単位：百万円）

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

土地再評価

差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 74,993 △43 3,001 77,951 521 355,518

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

別段積立金の積立

剰余金の配当 △1,665

中間純利益 7,435

自己株式の取得 △1,607

自己株式の処分 86

土地再評価差額金の

取崩
22

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△3,576 46 △22 △3,553 △51 △3,604

当中間期変動額合計 △3,576 46 △22 △3,553 △51 667

当中間期末残高 71,417 2 2,978 74,398 470 356,186
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	(4)継続企業の前提に関する注記




