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１．当中間決算の連結業績等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

　当中間連結会計期間の連結経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。

　経常収益は、有価証券売却益の増加等により、前中間連結会計期間に比べ18億13百万円増加

し、110億８百万円となりました。

　経常費用は、資金調達費用の減少及び与信関連費用の減少等により、前中間連結会計期間に比

べ８億65百万円減少し、72億88百万円となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の経常利益は前中間連結会計期間に比べ26億79百万円増加し、

37億20百万円となりました。また、中間純利益は前中間連結会計期間に比べ24億４百万円増加し、

31億90百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　当中間連結会計期間の連結財政状態につきましては、以下のとおりとなりました。

　総資産は預け金及び貸出金の増加等から、前連結会計年度に比べ110億43百万円増加し、7,234

億80百万円となりました。

　預金は個人預金の増加等から、前連結会計年度に比べ91億69百万円増加し、6,690億27百万円

となりました。

　貸出金は中小企業・個人向けの中・小口貸出等を中心に増強を図り、前連結会計年度に比べ

16億95百万円増加し、5,269億50百万円となりました。

　有価証券は前連結会計年度に比べ６億54百万円増加し、942億50百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　有価証券関係損益が当初予想を上回る見込みとなったことから、平成25年８月６日に公表しま

した平成26年３月期の業績予想を修正しております。

　詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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）

　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

会計上の見積りの変更

（退職給付引当金の過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

　退職給付引当金の過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数（13年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間が

これを下回ったため、当中間連結会計期間より費用処理年数を12年に変更しております。

　これにより、従来の費用処理年数によった場合に比べ、当中間連結会計期間の経常利益、税金

等調整前中間純利益は、それぞれ48百万円減少しております。
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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 29,099 67,544

コールローン及び買入手形 52,000 20,000

商品有価証券 40 57

金銭の信託 500 516

有価証券 93,596 94,250

貸出金 525,255 526,950

外国為替 545 907

リース債権及びリース投資資産 1,166 1,224

その他資産 2,889 2,561

有形固定資産 12,351 12,708

無形固定資産 497 475

繰延税金資産 5,223 4,916

支払承諾見返 3,574 3,628

貸倒引当金 △13,906 △11,885

投資損失引当金 △396 △375

資産の部合計 712,437 723,480

負債の部   

預金 659,858 669,027

コールマネー及び売渡手形 － 97

借用金 0 0

社債 2,000 2,000

その他負債 2,640 2,700

退職給付引当金 3,591 3,768

睡眠預金払戻損失引当金 256 259

偶発損失引当金 518 430

再評価に係る繰延税金負債 1,774 1,774

支払承諾 3,574 3,628

負債の部合計 674,215 683,687

純資産の部   

資本金 16,601 16,601

資本剰余金 8,874 8,874

利益剰余金 5,041 7,601

自己株式 △135 △137

株主資本合計 30,381 32,940

その他有価証券評価差額金 4,906 3,918

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 2,933 2,933

その他の包括利益累計額合計 7,840 6,852

純資産の部合計 38,221 39,793

負債及び純資産の部合計 712,437 723,480
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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 9,195 11,008

資金運用収益 7,873 7,921

（うち貸出金利息） 6,649 6,607

（うち有価証券利息配当金） 639 697

役務取引等収益 892 808

その他業務収益 53 475

その他経常収益 375 1,803

経常費用 8,153 7,288

資金調達費用 464 352

（うち預金利息） 377 303

役務取引等費用 782 810

その他業務費用 7 18

営業経費 5,853 5,898

その他経常費用 1,046 208

経常利益 1,041 3,720

特別利益 4 －

固定資産処分益 0 －

厚生年金基金代行返上益 4 －

特別損失 20 11

固定資産処分損 7 11

減損損失 12 －

税金等調整前中間純利益 1,025 3,709

法人税、住民税及び事業税 124 99

法人税等調整額 115 419

法人税等合計 239 519

少数株主損益調整前中間純利益 786 3,190

少数株主利益 － －

中間純利益 786 3,190
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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 786 3,190

その他の包括利益 △869 △987

その他有価証券評価差額金 △869 △987

繰延ヘッジ損益 △0 0

中間包括利益 △83 2,202

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △83 2,202

少数株主に係る中間包括利益 － －
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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 16,601 16,601

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 16,601 16,601

資本剰余金   

当期首残高 8,875 8,874

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 8,875 8,874

利益剰余金   

当期首残高 3,881 5,041

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 786 3,190

土地再評価差額金の取崩 △5 －

当中間期変動額合計 150 2,560

当中間期末残高 4,032 7,601

自己株式   

当期首残高 △132 △135

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当中間期変動額合計 △0 △1

当中間期末残高 △133 △137

株主資本合計   

当期首残高 29,226 30,381

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 786 3,190

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 △5 －

当中間期変動額合計 149 2,559

当中間期末残高 29,375 32,940

㈱南日本銀行（8554）平成26年３月期第２四半期（中間期）決算短信

－ 6 －



(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 1,593 4,906

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）

△869 △987

当中間期変動額合計 △869 △987

当中間期末残高 724 3,918

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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 0

当中間期変動額合計 △0 0

当中間期末残高 △0 －

土地再評価差額金   

当期首残高 2,946 2,933

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）

5 －

当中間期変動額合計 5 －

当中間期末残高 2,951 2,933

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 4,539 7,840

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）

△864 △987

当中間期変動額合計 △864 △987

当中間期末残高 3,675 6,852

純資産合計   

当期首残高 33,766 38,221

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 786 3,190

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 △5 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△864 △987

当中間期変動額合計 △714 1,571

当中間期末残高 33,051 39,793
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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 29,099 67,544

コールローン 52,000 20,000

商品有価証券 40 57

金銭の信託 500 516

有価証券 93,618 94,262

貸出金 526,974 528,657

外国為替 545 907

その他資産 1,939 1,436

その他の資産 1,939 1,436

有形固定資産 12,344 12,694

無形固定資産 497 474

繰延税金資産 5,234 4,927

支払承諾見返 3,574 3,628

貸倒引当金 △13,708 △11,680

投資損失引当金 △396 △375

資産の部合計 712,263 723,050

負債の部   

預金 660,004 669,041

コールマネー － 97

借用金 0 0

社債 2,000 2,000

その他負債 2,446 2,408

未払法人税等 197 99

リース債務 117 74

資産除去債務 20 20

その他の負債 2,110 2,213

退職給付引当金 3,588 3,765

睡眠預金払戻損失引当金 256 259

偶発損失引当金 518 430

再評価に係る繰延税金負債 1,774 1,774

支払承諾 3,574 3,628

負債の部合計 674,164 683,408
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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 16,601 16,601

資本剰余金 8,904 8,904

資本準備金 7,500 7,500

その他資本剰余金 1,403 1,403

利益剰余金 4,889 7,421

利益準備金 326 452

その他利益剰余金 4,562 6,969

繰越利益剰余金 4,562 6,969

自己株式 △135 △137

株主資本合計 30,258 32,790

その他有価証券評価差額金 4,906 3,918

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 2,933 2,933

評価・換算差額等合計 7,840 6,852

純資産の部合計 38,099 39,642

負債及び純資産の部合計 712,263 723,050

㈱南日本銀行（8554）平成26年３月期第２四半期（中間期）決算短信

－ 10 －



 （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 8,662 10,438

資金運用収益 7,363 7,371

（うち貸出金利息） 6,677 6,627

（うち有価証券利息配当金） 638 709

役務取引等収益 893 810

その他業務収益 53 475

その他経常収益 352 1,780

経常費用 7,654 6,750

資金調達費用 453 338

（うち預金利息） 377 303

役務取引等費用 782 810

その他業務費用 7 18

営業経費 5,373 5,375

その他経常費用 1,038 207

経常利益 1,007 3,687

特別利益 4 －

固定資産処分益 0 －

厚生年金基金代行返上益 4 －

特別損失 20 11

固定資産処分損 7 11

減損損失 12 －

税引前中間純利益 992 3,676

法人税、住民税及び事業税 122 95

法人税等調整額 114 419

法人税等合計 236 514

中間純利益 756 3,162
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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 16,601 16,601

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 16,601 16,601

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 7,500 7,500

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 7,500 7,500

その他資本剰余金   

当期首残高 1,404 1,403

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 1,404 1,403

資本剰余金合計   

当期首残高 8,905 8,904

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 8,904 8,904

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 200 326

当中間期変動額   

利益準備金の積立 126 125

当中間期変動額合計 126 125

当中間期末残高 326 452

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,581 4,562

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 756 3,162

利益準備金の積立 △126 △125

土地再評価差額金の取崩 △5 －

当中間期変動額合計 △6 2,406

当中間期末残高 3,574 6,969
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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 3,781 4,889

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 756 3,162

土地再評価差額金の取崩 △5 －

当中間期変動額合計 120 2,532

当中間期末残高 3,901 7,421

自己株式   

当期首残高 △132 △135

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当中間期変動額合計 △0 △1

当中間期末残高 △133 △137

株主資本合計   

当期首残高 29,155 30,258

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 756 3,162

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 △5 －

当中間期変動額合計 119 2,531

当中間期末残高 29,274 32,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,593 4,906

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）

△869 △987

当中間期変動額合計 △869 △987

当中間期末残高 723 3,918

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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 0

当中間期変動額合計 △0 0

当中間期末残高 △0 －
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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) 

土地再評価差額金   

当期首残高 2,946 2,933

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）

5 －

当中間期変動額合計 5 －

当中間期末残高 2,951 2,933

評価・換算差額等合計   

当期首残高 4,539 7,840

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）

△864 △987

当中間期変動額合計 △864 △987

当中間期末残高 3,675 6,852

純資産合計   

当期首残高 33,695 38,099

当中間期変動額   

剰余金の配当 △631 △629

中間純利益 756 3,162

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 △5 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△864 △987

当中間期変動額合計 △745 1,543

当中間期末残高 32,950 39,642
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