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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－期末新株予約権－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。 
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。  

(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 11,230 0.5 1,517 40.1 944 50.7
25年3月期中間期 11,171 △6.3 1,083 △26.5 626 △42.6

（注）包括利益 26年3月期中間期 288百万円 （△16.9％） 25年3月期中間期 347百万円 （△68.5％）

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 9.48 9.48
25年3月期中間期 6.29 ―

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 1,346,650 71,211 5.2
25年3月期 1,346,608 71,161 5.2
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  70,891百万円 25年3月期  70,862百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 2.50
26年3月期（予想） ― 2.50 5.00

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  ：  無   

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 ％ 円 銭

通期 2,210 △18.2 1,270 △21.4 12.74



(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 100,014,000 株 25年3月期 100,014,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 398,995 株 25年3月期 396,256 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 99,615,960 株 25年3月期中間期 99,620,769 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－期末新株予約権）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。  

(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 11,067 0.5 1,466 41.1 914 50.9
25年3月期中間期 11,009 △6.6 1,039 △27.8 605 △43.4

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 9.17
25年3月期中間期 6.07

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 1,345,660 70,626 5.2
25年3月期 1,345,617 70,617 5.2
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  70,615百万円 25年3月期  70,617百万円

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく中
間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．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、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、その達成を当行として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関す
る事項は、添付資料Ｐ．２「１．当中間期決算に関する定性的情報（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。 
（中間決算補足説明資料の入手方法） 
中間決算補足説明資料は第２四半期（中間期）決算短信に添付しています。 

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 ％ 円 銭

通期 2,150 △18.0 1,240 △21.7 12.44
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（１）経営成績に関する説明 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済を顧みますと、年度初めごろから持ち直しに転じた輸出や個人消費の

動きは次第に一服したものの、非製造業を中心に設備投資に持ち直しの動きが波及し、全体として緩やかに回復す

る展開となりました。 

 当行グループの主たる営業基盤である新潟県の経済につきましては、政府の財政政策により公共投資が増加した

ことや、生産が堅調に推移したことにより、緩やかに持ち直す展開となりました。 

 このような経済状況のもとで、当行グループの当中間連結会計期間の連結経営成績につきましては、経常利益

は、資金利益が減少したものの、役務取引等利益の増加や経費の減少に加えて、実質与信関係費用が減少したこと

などにより、前年同期比４億34百万円増加の15億17百万円となりました。 

 中間純利益については、法人税等調整額を含めた税金費用の増加などがありましたが、前年同期比３億18百万円

増加の９億44百万円となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

 当中間連結会計期間末における連結財政状態につきましては、総資産１兆3,466億50百万円（前年度末比42百万

円増加）、純資産は712億11百万円（前年度末比50百万円増加）となりました。主要科目につきましては、貸出金

8,863億15百万円（前年度末比32億65百万円減少）、有価証券3,756億88百万円（前年度末比87億45百万円減少）、

預金１兆2,460億70百万円（前年度末比11億63百万円増加）となりました。   

   

（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月期通期の業績予想（単体・連結）につきましては、平成25年５月10日の公表数値から変更はありま

せん。   

   

（１）当中間期における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）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。 

   

１．当中間期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 30,312 39,159

コールローン及び買入手形 20,000 20,000

商品有価証券 228 266

金銭の信託 3,000 5,000

有価証券 384,433 375,688

貸出金 889,580 886,315

外国為替 4,158 4,100

その他資産 4,054 3,456

有形固定資産 14,817 14,824

無形固定資産 382 254

繰延税金資産 1,262 1,557

支払承諾見返 2,420 3,686

貸倒引当金 △8,042 △7,659

資産の部合計 1,346,608 1,346,650

負債の部   

預金 1,244,907 1,246,070

コールマネー及び売渡手形 1,127 1,564

借用金 9,959 9,470

外国為替 － 0

社債 3,000 3,000

その他負債 6,198 4,207

賞与引当金 707 787

役員賞与引当金 29 11

退職給付引当金 4,360 4,081

役員退職慰労引当金 178 －

睡眠預金払戻損失引当金 200 213

偶発損失引当金 265 272

利息返還損失引当金 9 12

再評価に係る繰延税金負債 2,080 2,062

支払承諾 2,420 3,686

負債の部合計 1,275,446 1,275,438

純資産の部   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 8,208 8,208

利益剰余金 41,047 41,775

自己株式 △126 △127

株主資本合計 59,130 59,857

その他有価証券評価差額金 9,319 8,652

土地再評価差額金 2,413 2,381

その他の包括利益累計額合計 11,732 11,034

新株予約権 － 11

少数株主持分 299 308

純資産の部合計 71,161 71,211

負債及び純資産の部合計 1,346,608 1,346,650

㈱大光銀行（8537）平成26年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

－3－



（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 11,171 11,230

資金運用収益 9,657 9,250

（うち貸出金利息） 7,801 7,242

（うち有価証券利息配当金） 1,809 1,961

役務取引等収益 1,018 1,058

その他業務収益 253 317

その他経常収益 241 603

経常費用 10,088 9,712

資金調達費用 486 374

（うち預金利息） 346 310

役務取引等費用 764 795

その他業務費用 0 306

営業経費 7,362 7,128

その他経常費用 1,473 1,108

経常利益 1,083 1,517

特別損失 22 78

固定資産処分損 3 28

減損損失 19 49

税金等調整前中間純利益 1,060 1,439

法人税、住民税及び事業税 482 408

法人税等調整額 △61 75

法人税等合計 420 484

少数株主損益調整前中間純利益 639 955

少数株主利益 12 10

中間純利益 626 944
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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 639 955

その他の包括利益 △291 △666

その他有価証券評価差額金 △291 △666

中間包括利益 347 288

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 334 278

少数株主に係る中間包括利益 12 10
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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 10,000 10,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

当期首残高 8,208 8,208

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,208 8,208

利益剰余金   

当期首残高 39,903 41,047

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

中間純利益 626 944

土地再評価差額金の取崩 3 31

当中間期変動額合計 380 727

当中間期末残高 40,284 41,775

自己株式   

当期首残高 △125 △126

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 △126 △127

株主資本合計   

当期首残高 57,986 59,130

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

中間純利益 626 944

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 3 31

当中間期変動額合計 380 727

当中間期末残高 58,367 59,857
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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 3,376 9,319

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）

△291 △666

当中間期変動額合計 △291 △666

当中間期末残高 3,084 8,652

土地再評価差額金   

当期首残高 2,438 2,413

当中間期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △3 △31

当中間期変動額合計 △3 △31

当中間期末残高 2,435 2,381

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 5,814 11,732

当中間期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △3 △31

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△291 △666

当中間期変動額合計 △295 △698

当中間期末残高 5,519 11,034

新株予約権   

当期首残高 － －

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）

－ 11

当中間期変動額合計 － 11

当中間期末残高 － 11

少数株主持分   

当期首残高 274 299

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）

11 9

当中間期変動額合計 11 9

当中間期末残高 286 308

純資産合計   

当期首残高 64,076 71,161

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

中間純利益 626 944

自己株式の取得 △0 △0

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）

△279 △645

当中間期変動額合計 97 49

当中間期末残高 64,173 71,211
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 該当事項はありません。 

   

（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）
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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 30,312 39,159

コールローン 20,000 20,000

商品有価証券 228 266

金銭の信託 3,000 5,000

有価証券 384,293 375,526

貸出金 889,658 886,434

外国為替 4,158 4,100

その他資産 2,976 2,377

その他の資産 2,976 2,377

有形固定資産 14,816 14,823

無形固定資産 379 252

繰延税金資産 1,174 1,470

支払承諾見返 2,420 3,686

貸倒引当金 △7,802 △7,436

資産の部合計 1,345,617 1,345,660

負債の部   

預金 1,244,943 1,246,110

コールマネー 1,127 1,564

借用金 9,959 9,470

外国為替 － 0

社債 3,000 3,000

その他負債 5,751 3,801

未払法人税等 723 356

リース債務 990 868

資産除去債務 119 119

その他の負債 3,918 2,457

賞与引当金 703 782

役員賞与引当金 29 11

退職給付引当金 4,339 4,059

役員退職慰労引当金 178 －

睡眠預金払戻損失引当金 200 213

偶発損失引当金 265 272

再評価に係る繰延税金負債 2,080 2,062

支払承諾 2,420 3,686

負債の部合計 1,275,000 1,275,033
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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 10,000 10,000

資本剰余金 8,208 8,208

資本準備金 8,208 8,208

利益剰余金 40,802 41,499

利益準備金 1,791 1,791

その他利益剰余金 39,011 39,708

固定資産圧縮積立金 4 3

別途積立金 21,000 21,000

繰越利益剰余金 18,007 18,704

自己株式 △126 △127

株主資本合計 58,884 59,580

その他有価証券評価差額金 9,319 8,652

土地再評価差額金 2,413 2,381

評価・換算差額等合計 11,732 11,034

新株予約権 － 11

純資産の部合計 70,617 70,626

負債及び純資産の部合計 1,345,617 1,345,660
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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 11,009 11,067

資金運用収益 9,632 9,230

（うち貸出金利息） 7,775 7,221

（うち有価証券利息配当金） 1,811 1,963

役務取引等収益 945 979

その他業務収益 215 277

その他経常収益 216 578

経常費用 9,969 9,601

資金調達費用 485 373

（うち預金利息） 346 310

役務取引等費用 724 741

その他業務費用 － 305

営業経費 7,316 7,087

その他経常費用 1,443 1,092

経常利益 1,039 1,466

特別損失 22 78

税引前中間純利益 1,016 1,388

法人税、住民税及び事業税 472 399

法人税等調整額 △62 74

法人税等合計 410 474

中間純利益 605 914
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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 10,000 10,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 8,208 8,208

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,208 8,208

資本剰余金合計   

当期首残高 8,208 8,208

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,208 8,208

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 1,791 1,791

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,791 1,791

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 － 4

当中間期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － △0

当中間期変動額合計 － △0

当中間期末残高 － 3

別途積立金   

当期首残高 21,000 21,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 21,000 21,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 16,898 18,007

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

固定資産圧縮積立金の取崩 － 0

中間純利益 605 914

土地再評価差額金の取崩 3 31

当中間期変動額合計 359 697

当中間期末残高 17,258 18,704
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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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 39,689 40,802

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

中間純利益 605 914

土地再評価差額金の取崩 3 31

当中間期変動額合計 359 696

当中間期末残高 40,049 41,499

自己株式   

当期首残高 △125 △126

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 △126 △127

株主資本合計   

当期首残高 57,772 58,884

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

中間純利益 605 914

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 3 31

当中間期変動額合計 359 696

当中間期末残高 58,132 59,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,376 9,319

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）

△291 △666

当中間期変動額合計 △291 △666

当中間期末残高 3,084 8,652

土地再評価差額金   

当期首残高 2,438 2,413

当中間期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △3 △31

当中間期変動額合計 △3 △31

当中間期末残高 2,435 2,381

評価・換算差額等合計   

当期首残高 5,814 11,732

当中間期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △3 △31

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△291 △666

当中間期変動額合計 △295 △698

当中間期末残高 5,519 11,034

㈱大光銀行（8537）平成26年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

－13－



（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) 

新株予約権   

当期首残高 － －

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）

－ 11

当中間期変動額合計 － 11

当中間期末残高 － 11

純資産合計   

当期首残高 63,587 70,617

当中間期変動額   

剰余金の配当 △249 △249

中間純利益 605 914

自己株式の取得 △0 △0

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）

△291 △654

当中間期変動額合計 64 9

当中間期末残高 63,652 70,626
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