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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当期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、資金運用収益や役務取引等収益が増加したこと等により、前期比 27 億 87 百万円増加し 657

億45百万円となりました。

経常費用は、貸倒引当金繰入額が前期を下回る等、与信関連費用の発生状況が大きく改善したことや営業

経費が減少したことが主な要因となり、前期比14億34百万円減少し495億35百万円となりました。 

この結果、経常利益は前期比42億22百万円増加し162億10百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は

38億2百万円増加し111億85百万円となりました。 

（２）当期の財政状態の概況 

当期末の総資産は、現金預け金や有価証券の増加等により、前期比1 兆 3,501 億円増加し6兆 9,032 億円

となりました。負債は、借用金や債券貸借取引受入担保金、預金の増加等により、前期比 1 兆 3,522 億円増

加し 6 兆 6,072 億円となりました。純資産は、利益剰余金が増加した一方、その他有価証券評価差額金の減

少により、前期比20億円減少し2,959億円となりました。 

主要勘定の残高は、貸出金3兆8,988億円（前期比229億円増加）、有価証券1兆1,544億円（同1,070億

円増加）、預金5兆1,419億円（同2,157億円増加）となりました。 

なお、連結自己資本比率（国内基準）は、11.17％となっております。 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金や債券貸借取引受入担保金、

預金の増加等により 1 兆 3,311 億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等によ

り1,186億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や自己株式の取得等により42億

円の支出となりました。 

以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期比1兆2,082億円増加し、1兆7,207億円となりまし

た。 

（４）今後の見通し 

2023年3 月期の業績見通しにつきましては、連結では、経常利益154億円、親会社株主に帰属する当期純

利益105億円、銀行単体では、経常利益150億円、当期純利益104億円を見込んでおります。 

また、2023年3月期の配当につきましては、中間配当及び期末配当でそれぞれ50銭、年間1円の当行創立

80周年の記念配当を実施し、普通配当金21円に記念配当1円を加えた年間配当金は22円となる予定です。

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「創立80周年記念配当に関するお知らせ」をご覧ください。 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当行グループは、日本基準を適用しております。なお、国際会計基準の適用につきましては、諸情勢を考

慮のうえ、適切に対応していく方針であります。 
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

現金預け金 514,412 1,722,133

コールローン及び買入手形 - 1,529

商品有価証券 3,656 3,406

金銭の信託 2,954 3,007

有価証券 1,047,334 1,154,419

貸出金 3,875,818 3,898,801

外国為替 7,739 11,963

その他資産 41,022 42,951

有形固定資産 59,477 58,122

建物 23,642 22,568

土地 30,806 30,762

建設仮勘定 583 375

その他の有形固定資産 4,444 4,416

無形固定資産 7,886 11,453

ソフトウエア 2,160 2,288

ソフトウエア仮勘定 5,557 8,996

その他の無形固定資産 168 168

退職給付に係る資産 1,970 2,147

繰延税金資産 3,197 6,664

支払承諾見返 3,203 2,997

貸倒引当金 △15,643 △16,382

資産の部合計 5,553,028 6,903,217

負債の部

預金 4,926,199 5,141,976

譲渡性預金 85,874 58,602

債券貸借取引受入担保金 - 462,219

借用金 216,600 921,100

外国為替 165 143

その他負債 14,569 11,565

賞与引当金 1,314 1,330

役員賞与引当金 60 70

退職給付に係る負債 284 240

役員退職慰労引当金 5 6

株式給付引当金 - 284

利息返還損失引当金 2 1

睡眠預金払戻損失引当金 589 461

偶発損失引当金 1,023 1,087

繰延税金負債 515 575

再評価に係る繰延税金負債 4,570 4,570

支払承諾 3,203 2,997

負債の部合計 5,254,977 6,607,233

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

純資産の部

資本金 49,759 49,759

資本剰余金 39,704 39,704

利益剰余金 177,123 183,058

自己株式 △8,301 △7,315

株主資本合計 258,286 265,208

その他有価証券評価差額金 27,015 18,576

土地再評価差額金 7,040 7,040

退職給付に係る調整累計額 451 △49

その他の包括利益累計額合計 34,507 25,567

新株予約権 312 -

非支配株主持分 4,944 5,208

純資産の部合計 298,051 295,983

負債及び純資産の部合計 5,553,028 6,903,217
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

経常収益 62,957 65,745

資金運用収益 47,810 48,966

貸出金利息 36,097 35,568

有価証券利息配当金 11,151 11,342

コールローン利息及び買入手形利息 △3 1

預け金利息 564 2,053

その他の受入利息 0 0

役務取引等収益 11,648 13,552

その他業務収益 988 754

その他経常収益 2,510 2,472

償却債権取立益 2 1

その他の経常収益 2,508 2,470

経常費用 50,970 49,535

資金調達費用 753 629

預金利息 323 216

譲渡性預金利息 2 2

コールマネー利息及び売渡手形利息 △5 △40

債券貸借取引支払利息 433 451

借用金利息 0 0

役務取引等費用 4,377 4,506

その他業務費用 2,201 3,844

営業経費 36,647 35,533

その他経常費用 6,991 5,020

貸倒引当金繰入額 4,173 2,770

その他の経常費用 2,817 2,250

経常利益 11,987 16,210

特別利益 95 336

固定資産処分益 95 18

新株予約権戻入益 - 317

特別損失 1,217 400

固定資産処分損 229 178

減損損失 987 8

株式給付引当金繰入額 - 214

税金等調整前当期純利益 10,866 16,145

法人税、住民税及び事業税 4,124 4,323

法人税等調整額 △878 460

法人税等合計 3,246 4,783

当期純利益 7,620 11,361

非支配株主に帰属する当期純利益 236 176

親会社株主に帰属する当期純利益 7,383 11,185

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当期純利益 7,620 11,361

その他の包括利益 10,406 △8,847

その他有価証券評価差額金 7,198 △8,340

退職給付に係る調整額 3,207 △507

包括利益 18,026 2,513

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 17,529 2,245

非支配株主に係る包括利益 497 268

（連結包括利益計算書）
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(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 49,759 39,704 171,957 △8,432 252,989

当期変動額

剰余金の配当 △2,350 △2,350

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,383 7,383

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △24 131 107

土地再評価差額金の取崩 157 157

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 5,166 130 5,297

当期末残高 49,759 39,704 177,123 △8,301 258,286

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

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 20,065 7,198 △2,744 24,519 346 4,451 282,306

当期変動額

剰余金の配当 △2,350

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,383

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 107

土地再評価差額金の取崩 157

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

6,949 △157 3,196 9,987 △33 492 10,447

当期変動額合計 6,949 △157 3,196 9,987 △33 492 15,744

当期末残高 27,015 7,040 451 34,507 312 4,944 298,051

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(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 49,759 39,704 177,123 △8,301 258,286

当期変動額

剰余金の配当 △2,601 △2,601

親会社株主に帰属する
当期純利益

11,185 11,185

自己株式の取得 △1,675 △1,675

自己株式の処分 △5 18 13

自己株式の消却 △2,644 2,644 -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 5,935 986 6,921

当期末残高 49,759 39,704 183,058 △7,315 265,208

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

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 27,015 7,040 451 34,507 312 4,944 298,051

当期変動額

剰余金の配当 △2,601

親会社株主に帰属する
当期純利益

11,185

自己株式の取得 △1,675

自己株式の処分 13

自己株式の消却 -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△8,439 - △501 △8,940 △312 263 △8,989

当期変動額合計 △8,439 - △501 △8,940 △312 263 △2,067

当期末残高 18,576 7,040 △49 25,567 - 5,208 295,983

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 10,866 16,145

減価償却費 3,721 3,652

減損損失 987 8

貸倒引当金の増減（△） 3,007 738

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △581 △686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 365 △153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 1

株式給付引当金の増減額（△は減少） - 284

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △3 △1

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △209 △127

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △142 63

資金運用収益 △36,658 △37,624

資金調達費用 753 629

有価証券関係損益（△） △11,232 △9,734

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 45 △53

為替差損益（△は益） △1,198 △1,809

固定資産処分損益（△は益） 133 159

貸出金の純増（△）減 △181,405 △22,982

預金の純増減（△） 260,955 215,777

譲渡性預金の純増減（△） 68,874 △27,272

借用金の純増減（△） 216,600 704,500

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 116 523

コールローン等の純増（△）減 3,980 △1,529

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） - 462,219

外国為替（資産）の純増（△）減 △4,240 △4,224

外国為替（負債）の純増減（△） 29 △21

資金運用による収入 36,361 37,574

資金調達による支出 △643 △664

その他 1,772 △507

小計 372,264 1,334,911

法人税等の支払額 △5,867 △3,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,396 1,331,177

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 △366,242 △384,732

有価証券の売却による収入 147,021 145,901

有価証券の償還による収入 115,579 114,075

金銭の信託の増加による支出 △3,000 -

投資活動としての資金運用による収入 11,561 12,153

有形固定資産の取得による支出 △2,018 △1,518

有形固定資産の売却による収入 95 64

無形固定資産の取得による支出 △2,569 △4,462

その他 △177 △146

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,751 △118,664

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

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 △1,675

自己株式の売却による収入 107 13

配当金の支払額 △2,350 △2,601

非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,248 △4,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 264,396 1,208,244

現金及び現金同等物の期首残高 248,118 512,515

現金及び現金同等物の期末残高 512,515 1,720,759
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（５）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） 

該当事項はありません。 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っておりますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金の残高に与える影響はありません。また、

収益認識会計基準第 86 項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

この結果、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第 10号 2019年７月４日）第 44-2項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これ

による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（会計上の見積りの変更） 

（貸倒引当金の見積りの変更） 

当行の一般貸倒引当金は、これまで主として今後１年間又は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年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績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まいりました。 

一方、当行は景気悪化等により予想される信用リスクを適時に貸倒引当金へ反映させることで、景

気変動に左右されずに、資金繰り支援等の安定的な金融仲介機能の発揮ができると考え、その手法等

について検討を進めてまいりました。これにより、当連結会計年度末において、予想される信用リス

クを適時に貸倒引当金に反映させるためのデータの分析及び整備が完了し、より合理的な見積りが可

能となったことから、貸倒引当金に関する見積りの変更を行っております。

具体的には、一般貸倒引当金（「要管理債権」を除く）については、細分化したグループ毎に倒産確

率に基づく損失率を求め、これにマクロ経済指標の予測等に基づく、将来見込み等必要な修正を加え

て算定する方法に変更しております。 

また、「要管理債権」のうち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、債権の元本の

回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的な方法により見積もり、当該キャッシュ・

フローを当初の約定利子率で割り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）に変更しております。

これらの見積りの変更により、当連結会計年度の貸倒引当金繰入額が 1,048 百万円増加し、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

当行グループの報告セグメントは銀行業のみであります。なお、銀行業以外にファンド運営業務、Ｍ

＆Ａ業務、コンサルティング業務、クレジットカード業務、信用保証業務及び担保評価業務等を営んで

おりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が継続的に僅少であるため、記載を省略してお

ります。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度

（自 2021 年 4 月 1 日 

至 2022 年 3 月 31 日） 

1 株当たり純資産額 2,288 円 27 銭 

1 株当たり当期純利益 86 円 84 銭 

（注）１．潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

２．1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。 

当連結会計年度 

（2022 年 3 月 31 日） 

1 株当たり純資産額 

純資産の部の合計額 百万円 295,983 

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 5,208 

（うち非支配株主持分） 百万円 5,208 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 290,775 

1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数 
千株 127,071 

（注）当行は、当連結会計年度より役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当行

株式を１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており

ます。控除した当該自己株式の株式数は 1,129 千株であります。 

３．1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

当連結会計年度 

（自 2021 年 4 月 1日 

至 2022 年 3 月 31 日） 

1 株当たり当期純利益 

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 11,185 

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当期純利益 百万円 11,185 

普通株式の期中平均株式数 千株 128,809 

（注）当行は、当連結会計年度より役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当行

株式を１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含

めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は 652 千株であります。  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

現金預け金 514,327 1,722,048

現金 42,727 34,723

預け金 471,599 1,687,325

コールローン - 1,529

商品有価証券 3,656 3,406

商品国債 14 10

商品地方債 3,642 3,396

金銭の信託 2,954 3,007

有価証券 1,045,707 1,152,637

国債 529,442 549,919

地方債 118,992 162,401

社債 88,307 83,954

株式 86,262 90,923

その他の証券 222,702 265,438

貸出金 3,875,676 3,898,706

割引手形 5,384 5,584

手形貸付 23,645 21,991

証書貸付 3,687,482 3,706,033

当座貸越 159,162 165,096

外国為替 7,739 11,963

外国他店預け 7,739 11,963

その他資産 37,615 39,306

前払費用 129 110

未収収益 3,293 3,318

金融派生商品 5 0

その他の資産 34,187 35,877

有形固定資産 59,465 58,110

建物 23,641 22,567

土地 30,806 30,762

建設仮勘定 583 375

その他の有形固定資産 4,433 4,404

無形固定資産 7,883 11,450

ソフトウエア 2,159 2,287

ソフトウエア仮勘定 5,557 8,996

その他の無形固定資産 166 166

前払年金費用 1,164 1,975

繰延税金資産 3,372 6,606

支払承諾見返 3,203 2,997

貸倒引当金 △15,465 △16,224

資産の部合計 5,547,300 6,897,520

４．個別財務諸表

（１）貸借対照表
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

預金 4,929,715 5,145,984

当座預金 70,570 71,746

普通預金 2,953,143 3,160,412

貯蓄預金 131,812 137,387

通知預金 11,638 11,153

定期預金 1,739,085 1,745,493

その他の預金 23,465 19,790

譲渡性預金 85,874 58,602

債券貸借取引受入担保金 - 462,219

借用金 216,600 921,100

借入金 216,600 921,100

外国為替 165 143

売渡外国為替 27 13

未払外国為替 138 130

その他負債 11,868 8,423

未決済為替借 1 0

未払法人税等 1,541 2,089

未払費用 1,581 1,026

前受収益 731 687

金融派生商品 702 2,109

その他の負債 7,310 2,510

賞与引当金 1,313 1,329

役員賞与引当金 54 66

退職給付引当金 130 0

株式給付引当金 - 284

睡眠預金払戻損失引当金 589 461

偶発損失引当金 1,023 1,087

再評価に係る繰延税金負債 4,570 4,570

支払承諾 3,203 2,997

負債の部合計 5,255,108 6,607,271

純資産の部

資本金 49,759 49,759

資本剰余金 39,704 39,704

資本準備金 39,704 39,704

利益剰余金 176,743 182,573

利益準備金 10,055 10,055

その他利益剰余金 166,688 172,518

別途積立金 152,720 157,720

繰越利益剰余金 13,968 14,798

自己株式 △8,301 △7,315

株主資本合計 257,906 264,723

その他有価証券評価差額金 26,932 18,485

土地再評価差額金 7,040 7,040

評価・換算差額等合計 33,973 25,525

新株予約権 312 -

純資産の部合計 292,192 290,249

負債及び純資産の部合計 5,547,300 6,897,520
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当事業年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

経常収益 62,141 64,771

資金運用収益 47,768 48,928

貸出金利息 36,064 35,541

有価証券利息配当金 11,142 11,331

コールローン利息 △3 1

預け金利息 564 2,053

その他の受入利息 0 0

役務取引等収益 11,081 12,827

受入為替手数料 2,321 2,088

その他の役務収益 8,759 10,738

その他業務収益 789 634

外国為替売買益 136 133

国債等債券売却益 652 499

金融派生商品収益 - 0

その他経常収益 2,503 2,381

償却債権取立益 0 1

株式等売却益 1,936 2,106

金銭の信託運用益 - 53

その他の経常収益 566 220

経常費用 50,557 48,982

資金調達費用 753 629

預金利息 323 216

譲渡性預金利息 2 2

コールマネー利息 △5 △40

債券貸借取引支払利息 433 451

借用金利息 0 0

役務取引等費用 4,331 4,438

支払為替手数料 492 378

その他の役務費用 3,839 4,060

その他業務費用 2,201 3,844

商品有価証券売買損 16 26

国債等債券売却損 2,180 3,721

国債等債券償還損 - 6

国債等債券償却 - 89

金融派生商品費用 4 -

営業経費 36,236 35,119

その他経常費用 7,034 4,949

貸倒引当金繰入額 4,230 2,714

貸出金償却 15 10

株式等売却損 340 372

金銭の信託運用損 45 -

その他の経常費用 2,402 1,852

経常利益 11,584 15,789

特別利益 95 336

固定資産処分益 95 18

新株予約権戻入益 - 317

特別損失 1,217 400

固定資産処分損 229 177

減損損失 987 8

株式給付引当金繰入額 - 214

税引前当期純利益 10,463 15,724

法人税、住民税及び事業税 4,013 4,178

法人税等調整額 △908 464

法人税等合計 3,105 4,643

当期純利益 7,358 11,081

（２）損益計算書
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(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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 49,759 39,704 39,704 10,055 152,720 8,826 171,601 △8,432 252,633

当期変動額

剰余金の配当 △2,350 △2,350 △2,350

当期純利益 7,358 7,358 7,358

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △24 △24 131 107

土地再評価差額金の取崩 157 157 157

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - - - - 5,141 5,141 130 5,272

当期末残高 49,759 39,704 39,704 10,055 152,720 13,968 176,743 △8,301 257,906

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

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 20,003 7,198 27,202 346 280,182

当期変動額

剰余金の配当 △2,350

当期純利益 7,358

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 107

土地再評価差額金の取崩 157

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

6,928 △157 6,770 △33 6,737

当期変動額合計 6,928 △157 6,770 △33 12,009

当期末残高 26,932 7,040 33,973 312 292,192

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 49,759 39,704 39,704 10,055 152,720 13,968 176,743 △8,301 257,906

当期変動額

剰余金の配当 △2,601 △2,601 △2,601

別途積立金の積立 5,000 △5,000 - -

当期純利益 11,081 11,081 11,081

自己株式の取得 △1,675 △1,675

自己株式の処分 △5 △5 18 13

自己株式の消却 △2,644 △2,644 2,644 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 - - - - 5,000 830 5,830 986 6,817

当期末残高 49,759 39,704 39,704 10,055 157,720 14,798 182,573 △7,315 264,723

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

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 26,932 7,040 33,973 312 292,192

当期変動額

剰余金の配当 △2,601

別途積立金の積立 -

当期純利益 11,081

自己株式の取得 △1,675

自己株式の処分 13

自己株式の消却 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△8,447 - △8,447 △312 △8,760

当期変動額合計 △8,447 - △8,447 △312 △1,943

当期末残高 18,485 7,040 25,525 - 290,249

当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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５．その他 

（役員及び執行役員の異動） 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

（2）その他役員の異動（2022年 6月 28日付予定） 

① 新任取締役候補者

取締役常務執行役員 小坂 裕巳 （現 常務執行役員） 

非常勤取締役（社外取締役） 上西 京一郎 （現 ㈱オリエンタルランド特別顧問) 

② 退任予定取締役

取締役常務執行役員 佐藤 聖治 （㈱京葉ライフエージェンシー 

代表取締役社長に就任予定） 

非常勤取締役（社外取締役） 齋藤 康 

③ 新任監査役候補者

常勤監査役 尾池 伸一 （現 監査部長） 

④ 退任予定監査役

常勤監査役 髙橋 弘一 （㈱京葉銀保証サービス 

代表取締役社長に就任予定） 

（3）執行役員の異動（2022年 6月 28日付予定） 

① 昇任予定執行役員

常務執行役員 國井 智之 （現 執行役員法人営業部長） 

常務執行役員 藤田 剛 （現 執行役員経営企画部長） 

② 新任予定執行役員

執行役員 喜多見 貴 （現 東京支店長） 

執行役員 深山 孝夫 （現 木更津支店長） 

執行役員 笹川 証 （現 資金証券部長） 

③ 退任予定執行役員

常務執行役員 谷合 克也 （㈱京葉銀カード 

代表取締役副社長に就任予定） 
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（4）新任取締役候補者の略歴 

氏名 小 坂
こさか

裕 巳
ひろみ

 （1965年 2月 12日生 57歳） 

学歴 立教大学経済学部 （1988年 3月卒業） 

職歴 1988年 5月 入行 

2016年 6月 営業渉外部長 

2018年 4月 個人営業部長 

2018年 6月 執行役員人事部長 

2020年 6月 常務執行役員（現職） 

氏名 上西
うえにし

京一郎
きょういちろう

 （1958年 1月 15日生 64歳） 

学歴 中央大学文学部 （1980年 3月卒業） 

職歴 1980年 4月 ㈱オリエンタルランド入社 

2001年 5月 同 総務部秘書役 

2003年 5月 同 総務部長 

2003年 6月 同 取締役総務部長 

2005年 5月 同 取締役執行役員総務部長 

2006年 4月 同 取締役執行役員 

2008年 4月 同 取締役執行役員経営戦略本部長 

2009年 4月 同 代表取締役社長兼ＣＯＯ社長執行役員 

2013年 4月 同 代表取締役社長兼ＣＯＯ社長執行役員 

経営戦略本部長・テーマパーク統括本部長 

2013年 10月 同 代表取締役社長兼ＣＯＯ社長執行役員 

経営戦略本部長 

2014年 4月 同 代表取締役社長兼ＣＯＯ社長執行役員 

2021年 6月 同 特別顧問（現職） 

2022年 4月 ㈱みずほ銀行 社外取締役(監査等委員)（現職） 

（5）新任監査役候補者の略歴 

氏名 尾 池
おいけ

伸 一
しんいち

（1963年 4月 26日生 59歳） 

学歴 千葉大学法経学部 （1987年 3月卒業） 

職歴 1987年 5月 入行 

2013年 6月 木更津支店長 

2015年 6月 実籾支店長 

2017年 6月 柏支店長 

2018年 6月 監査部長（現職） 
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（6）異動後の取締役、監査役及び執行役員（2022年 6月 28日付予定） 

取締役 

取締役頭取 （代表取締役） 熊谷 俊行 

取締役副頭取（代表取締役） 橋本 清 

取締役専務執行役員 秋山 智 

取締役常務執行役員 市川 達史 

取締役常務執行役員 藤﨑 一男 

取締役常務執行役員 小坂 裕巳 （新任） 

非常勤取締役（社外取締役） 秋山 勝貞 

非常勤取締役（社外取締役） 内村 廣志 

非常勤取締役（社外取締役） 戸部 知子 

非常勤取締役（社外取締役） 上西 京一郎 （新任） 

監査役 

常勤監査役 稗田 一浩 

常勤監査役 尾池 伸一 （新任） 

非常勤監査役（社外監査役） 小野 功 

非常勤監査役（社外監査役） 花田 力 

非常勤監査役（社外監査役） 岩原 淳一 

執行役員 

常務執行役員 國井 智之 （昇任） 

常務執行役員 藤田 剛 （昇任） 

執行役員 吉田 稔 

執行役員 須場 泰彦 

執行役員 牛川 秀明 

執行役員 渡辺 聡子 

執行役員 松木 誠一郎 

執行役員 山﨑 資郎 

執行役員 喜多見 貴 （新任） 

執行役員 深山 孝夫 （新任） 

執行役員 笹川  証 （新任） 
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