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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、有価証券残高（期中平均）の増加に伴う利息収入の増加を主因

に資金利益が増加したほか、預り資産関連の手数料収入の増加などから役務取引等利益が増加したこ

とに加え、株式等関係損益の改善といった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、債券関係損益の減少などがありました。 

以上により、経常利益は前年同期比 21 百万円減少の 94 億 65 百万円となりました。また、中間純

利益では、固定資産の減損損失が減少したことを主因に特別損失が減少した結果、前年同期比 15 億

円増加の 54 億 73百万円となりました。 

 

(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、個人預金が引き続き順調に推移したほか、法人預金も増加しましたが、一方

で公金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 21 億円減少し、中間期末残高は

３兆 6,073億円となりました。 

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、兵庫地

区や東京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 190 億円増加し、中間

期末残高は２兆 2,973 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勘案し、引き続き安全性・流動性を重視した投資

に努めた結果、前期末残高に比べ 76億円減少し、中間期末残高は１兆 5,934億円となりました。 

なお、連結自己資本比率（国内基準）は、前期末比 0.73 ポイント上昇の 18.72％となり、引き続き

高い水準を確保しております。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

国内経済情勢は、年度末に向かって消費増税前の駆け込み需要がより顕在化するものと見込まれる

ほか、海外経済も回復スピードは遅いものの、緩やかに持ち直すことが想定されることから、これま

での回復傾向が当面続くものと予想されます。一方、物価上昇による実質賃金の低下や海外景気の下

振れなど、先行きには景気を下押しするリスクもあります。 

当行グループの主たる営業地盤である山陰地方の景気については、個人消費が低調に推移している

ものの、公共投資、住宅建設、生産等で持ち直しの動きがみられ、今後も景気回復に向けた動きが続

くものと予想されます。 

こうした状況の中で、中期経営計画の２年目にあたる平成 25 年度通期の連結ベースの損益は、引

き続き市場金利が低位で推移する中、資金利益の減少が見込まれるほか、債券関係損益が減少するも

のと予想しております。一方、与信費用が減少するほか、株式等関係損益の改善や固定資産の減損損

失の減少といった増益要因も見込まれます。この結果、経常利益は 181 億円程度（前期比 14 億円減

少）、当期純利益は 104億円程度（前期比５億円増加）を予想しております。 

また、単体ベースでは経常利益 165 億円程度（前期比 11 億円減少）、当期純利益 102億円程度（前

期比６億円増加）を予想しております。 

 

 



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 206,186 173,738

コールローン及び買入手形 67,101 108,781

買入金銭債権 6,929 6,859

商品有価証券 409 389

金銭の信託 5,000 6,888

有価証券 1,601,060 1,593,437

貸出金 2,278,289 2,297,345

外国為替 2,734 2,686

リース債権及びリース投資資産 25,829 25,791

その他資産 24,078 24,707

有形固定資産 41,808 41,049

無形固定資産 3,736 3,290

繰延税金資産 668 556

支払承諾見返 19,030 18,955

貸倒引当金 △40,843 △42,109

投資損失引当金 △93 △92

資産の部合計 4,241,925 4,262,276

負債の部   

預金 3,609,489 3,607,317

譲渡性預金 1,200 －

コールマネー及び売渡手形 11,332 14,775

債券貸借取引受入担保金 61,335 84,127

借用金 125,294 150,904

外国為替 35 40

その他負債 73,580 52,487

賞与引当金 1,075 1,062

退職給付引当金 9,071 8,620

役員退職慰労引当金 103 85

睡眠預金払戻損失引当金 333 284

その他の偶発損失引当金 760 809

繰延税金負債 3,638 161

再評価に係る繰延税金負債 3,094 3,077

支払承諾 19,030 18,955

負債の部合計 3,919,376 3,942,709
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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 20,705 20,705

資本剰余金 15,516 15,524

利益剰余金 221,905 226,414

自己株式 △848 △2,142

株主資本合計 257,278 260,501

その他有価証券評価差額金 45,621 39,073

繰延ヘッジ損益 △12 △6

土地再評価差額金 3,203 3,193

その他の包括利益累計額合計 48,812 42,260

新株予約権 533 474

少数株主持分 15,924 16,330

純資産の部合計 322,548 319,566

負債及び純資産の部合計 4,241,925 4,262,276
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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 46,913 43,944

資金運用収益 30,324 30,145

（うち貸出金利息） 18,215 17,603

（うち有価証券利息配当金） 10,197 11,188

役務取引等収益 4,900 5,404

その他業務収益 11,369 8,025

その他経常収益 319 368

経常費用 37,426 34,478

資金調達費用 3,947 3,296

（うち預金利息） 3,118 2,446

役務取引等費用 1,494 1,594

その他業務費用 6,217 5,992

営業経費 21,123 20,995

その他経常費用 4,643 2,600

経常利益 9,486 9,465

特別利益 3 0

固定資産処分益 3 0

特別損失 1,459 152

固定資産処分損 18 23

減損損失 1,441 129

税金等調整前中間純利益 8,029 9,313

法人税、住民税及び事業税 4,229 3,292

法人税等調整額 △625 183

法人税等合計 3,604 3,476

少数株主損益調整前中間純利益 4,425 5,837

少数株主利益 452 363

中間純利益 3,973 5,473
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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 4,425 5,837

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △972 △6,498

繰延ヘッジ損益 △2 6

その他の包括利益合計 △975 △6,491

中間包括利益 3,450 △654

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 3,009 △1,068

少数株主に係る中間包括利益 440 413
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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 20,705 20,705

当中間期末残高 20,705 20,705

資本剰余金   

当期首残高 15,516 15,516

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 7

当中間期変動額合計 － 7

当中間期末残高 15,516 15,524

利益剰余金   

当期首残高 214,702 221,905

当中間期変動額   

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,973 5,473

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 173 10

当中間期変動額合計 3,160 4,508

当中間期末残高 217,862 226,414

自己株式   

当期首残高 △944 △848

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 125

当中間期変動額合計 △1,089 △1,293

当中間期末残高 △2,033 △2,142

株主資本合計   

当期首残高 249,980 257,278

当中間期変動額   

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,973 5,473

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 133

土地再評価差額金の取崩 173 10

当中間期変動額合計 2,071 3,223

当中間期末残高 252,051 260,501

㈱山陰合同銀行(8381) 平成２６年３月期 第２四半期決算短信

－ 7 －



(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 36,056 45,621

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）

△961 △6,548

当中間期変動額合計 △961 △6,548

当中間期末残高 35,095 39,073

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △7 △12

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）

△2 6

当中間期変動額合計 △2 6

当中間期末残高 △10 △6

土地再評価差額金   

当期首残高 3,377 3,203

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）

△173 △10

当中間期変動額合計 △173 △10

当中間期末残高 3,203 3,193

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 39,426 48,812

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）

△1,137 △6,551

当中間期変動額合計 △1,137 △6,551

当中間期末残高 38,288 42,260

新株予約権   

当期首残高 422 533

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）

41 △59

当中間期変動額合計 41 △59

当中間期末残高 463 474

少数株主持分   

当期首残高 14,863 15,924

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）

434 405

当中間期変動額合計 434 405

当中間期末残高 15,298 16,330
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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) 

純資産合計   

当期首残高 304,692 322,548

当中間期変動額   

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,973 5,473

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 133

土地再評価差額金の取崩 173 10

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△661 △6,205

当中間期変動額合計 1,409 △2,982

当中間期末残高 306,101 319,566
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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。 

 



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 205,340 172,398

コールローン 67,101 108,781

買入金銭債権 6,050 6,099

商品有価証券 409 389

金銭の信託 5,000 6,888

有価証券 1,597,674 1,589,944

貸出金 2,288,629 2,307,798

外国為替 2,734 2,686

その他資産 14,482 14,495

その他の資産 14,482 14,495

有形固定資産 39,769 39,030

無形固定資産 3,695 3,249

繰延税金資産 － 34

支払承諾見返 18,905 18,835

貸倒引当金 △39,717 △41,023

投資損失引当金 △75 △82

資産の部合計 4,210,000 4,229,526

負債の部   

預金 3,618,260 3,617,285

譲渡性預金 1,200 －

コールマネー 11,332 14,775

債券貸借取引受入担保金 61,335 84,127

借用金 110,844 134,974

外国為替 35 40

その他負債 69,689 48,494

未払法人税等 4,267 3,082

リース債務 1,121 918

資産除去債務 341 347

その他の負債 63,958 44,146

賞与引当金 974 958

退職給付引当金 8,913 8,457

睡眠預金払戻損失引当金 333 284

その他の偶発損失引当金 760 809

繰延税金負債 3,433 －

再評価に係る繰延税金負債 3,094 3,077

支払承諾 18,905 18,835

負債の部合計 3,909,112 3,932,121
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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 20,705 20,705

資本剰余金 15,516 15,524

資本準備金 15,516 15,516

その他資本剰余金 － 7

利益剰余金 216,203 220,626

利益準備金 17,584 17,584

その他利益剰余金 198,618 203,041

固定資産圧縮積立金 198 195

別段積立金 187,329 194,329

繰越利益剰余金 11,090 8,516

自己株式 △848 △2,142

株主資本合計 251,576 254,714

その他有価証券評価差額金 45,586 39,029

繰延ヘッジ損益 △12 △6

土地再評価差額金 3,203 3,193

評価・換算差額等合計 48,777 42,216

新株予約権 533 474

純資産の部合計 300,887 297,405

負債及び純資産の部合計 4,210,000 4,229,526
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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 39,722 36,791

資金運用収益 30,416 30,263

（うち貸出金利息） 18,292 17,674

（うち有価証券利息配当金） 10,217 11,238

役務取引等収益 4,566 5,053

その他業務収益 4,443 1,128

その他経常収益 295 346

経常費用 31,114 28,086

資金調達費用 3,882 3,243

（うち預金利息） 3,119 2,447

役務取引等費用 2,051 2,102

その他業務費用 517 163

営業経費 20,222 20,065

その他経常費用 4,440 2,511

経常利益 8,608 8,704

特別利益 3 0

特別損失 1,458 151

税引前中間純利益 7,152 8,553

法人税、住民税及び事業税 3,881 3,050

法人税等調整額 △585 115

法人税等合計 3,296 3,165

中間純利益 3,856 5,388
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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 20,705 20,705

当中間期末残高 20,705 20,705

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 15,516 15,516

当中間期末残高 15,516 15,516

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 － 7

当中間期変動額合計 － 7

当中間期末残高 － 7

資本剰余金合計   

当期首残高 15,516 15,516

当中間期変動額   

自己株式の処分 － 7

当中間期変動額合計 － 7

当中間期末残高 15,516 15,524

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 17,584 17,584

当中間期末残高 17,584 17,584

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 202 198

当中間期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2

当中間期変動額合計 △2 △2

当中間期末残高 200 195

別段積立金   

当期首残高 181,329 187,329

当中間期変動額   

別段積立金の積立 6,000 7,000

当中間期変動額合計 6,000 7,000

当中間期末残高 187,329 194,329

繰越利益剰余金   

当期首残高 10,212 11,090
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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) 

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 △6,000 △7,000

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,856 5,388

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 173 10

当中間期変動額合計 △2,954 △2,574

当中間期末残高 7,257 8,516

利益剰余金合計   

当期首残高 209,329 216,203

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 △986 △975

中間純利益 3,856 5,388

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 173 10

当中間期変動額合計 3,042 4,423

当中間期末残高 212,372 220,626

自己株式   

当期首残高 △944 △848

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 125

当中間期変動額合計 △1,089 △1,293

当中間期末残高 △2,033 △2,142

株主資本合計   

当期首残高 244,607 251,576

当中間期変動額   

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,856 5,388

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 133

土地再評価差額金の取崩 173 10

当中間期変動額合計 1,953 3,137

当中間期末残高 246,560 254,714
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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 36,035 45,586

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）

△959 △6,557

当中間期変動額合計 △959 △6,557

当中間期末残高 35,076 39,029

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △7 △12

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）

△2 6

当中間期変動額合計 △2 6

当中間期末残高 △10 △6

土地再評価差額金   

当期首残高 3,377 3,203

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）

△173 △10

当中間期変動額合計 △173 △10

当中間期末残高 3,203 3,193

評価・換算差額等合計   

当期首残高 39,405 48,777

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）

△1,135 △6,560

当中間期変動額合計 △1,135 △6,560

当中間期末残高 38,269 42,216

新株予約権   

当期首残高 422 533

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）

41 △59

当中間期変動額合計 41 △59

当中間期末残高 463 474
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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) 

純資産合計   

当期首残高 284,434 300,887

当中間期変動額   

剰余金の配当 △986 △975

中間純利益 3,856 5,388

自己株式の取得 △1,133 △1,418

自己株式の処分 44 133

土地再評価差額金の取崩 173 10

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,094 △6,619

当中間期変動額合計 859 △3,481

当中間期末残高 285,294 297,405
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