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（百万円未満、小数点第１位未満は切捨て）

1. 2021年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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 親会社株主に帰属する中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期中間期 31,985 △7.7 6,275 1.0 4,226 0.2

2020年3月期中間期 34,668 2.4 6,208 △22.0 4,214 △21.5

（注）包括利益 2021年3月期中間期　　3,648百万円 （0.5％） 2020年3月期中間期　　3,629百万円 （0.9％）

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

2021年3月期中間期 32.36 32.25

2020年3月期中間期 32.12 32.03

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期中間期 5,436,161 284,814 5.1

2020年3月期 4,994,723 282,306 5.5

（参考）自己資本 2021年3月期中間期 279,837百万円 2020年3月期 277,508百万円

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）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。

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 11.00 ― 9.00 20.00

2021年3月期 ― 9.00

2021年3月期（予想） ― 9.00 18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,800 19.7 6,500 16.8 49.75

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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） ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期中間期 138,927,858 株 2020年3月期 138,927,858 株

② 期末自己株式数 2021年3月期中間期 8,264,138 株 2020年3月期 8,394,348 株

③ 期中平均株式数（中間期） 2021年3月期中間期 130,599,790 株 2020年3月期中間期 131,216,020 株

（個別業績の概要）

1. 2021年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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 ％

2021年3月期中間期 31,593 △7.6 6,099 0.9 4,223 0.9

2020年3月期中間期 34,213 2.2 6,042 △22.0 4,183 △21.9

1株当たり中間純利益
円 銭

2021年3月期中間期 32.33

2020年3月期中間期 31.87

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期中間期 5,431,437 282,203 5.1

2020年3月期 4,990,288 280,182 5.6

（参考）自己資本 2021年3月期中間期 281,926百万円 2020年3月期 279,836百万円

（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。

2. 2021年 3月期の個別業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

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 9,500 21.6 6,500 17.9 49.75

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、中間連結財務諸表及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。業績予想の前提となる
条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資料】2ページ「１．当中間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」並びに7ページ「２．中間連結財務諸表及び主な注記（４）中間連結財務諸表に関する注記事項（追加情報）」をご覧ください。
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１． 当中間決算に関する定性的情報  

（１）経営成績に関する説明 

当中間連結会計期間の経常収益は、資金運用収益が増加する一方、有価証券関係収益の減少等によるそ

の他業務収益やその他経常収益の減少等により、前年同期比26億 83百万円減少し、319億 85百万円とな

りました。 

経常費用は、国債等債券売却損の増加等によりその他業務費用が増加する一方、貸倒引当金繰入額の減

少等により、前年同期比27億 50百万円減少し257億9百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年同期比66百万円増加し62億 75百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は

11百万円増加し42億 26百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当中間連結会計期間末の総資産は、現金預け金、有価証券及び貸出金の増加等により、前連結会計年度

末比4,414億円増加し5兆4,361億円となりました。負債は、預金や借用金の増加等により前連結会計年度末

比4,389億円増加し5兆1,513億円となりました。純資産は、株主資本の増加等により、前連結会計年度末比

25億円増加し2,848億円となりました。 

主要勘定の残高は、貸出金 3 兆 7,545 億円（前連結会計年度末比 601 億円増加）、有価証券 9,956 億円

（同623億円増加）、預金4兆9,294億円（同2,641億円増加）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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2020年 5月 12日に公表いたしました2021年 3月期（2020年 4月 1日～2021年 3月 31日）の業績予想

につきましては、当中間期の実績等を踏まえ、下記の通り修正いたします。 

詳細につきましては、本日（2020年 11月 6日）別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 

 
連結業績予想 個別業績予想 

経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
経常利益 当期純利益 

前回公表予想 7,900百万円 5,100百万円 7,500百万円 5,000百万円 

今回公表予想 9,800百万円 6,500百万円 9,500百万円 6,500百万円 

  増 減 額  1,900百万円 1,400百万円 2,000百万円 1,500百万円 
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当中間連結会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部    

現金預け金 250,132 564,709 

コールローン及び買入手形 3,980 5,275 

商品有価証券 3,931 4,029 

有価証券 933,367 995,693 

貸出金 3,694,413 3,754,532 

外国為替 3,498 7,936 

その他資産 39,748 40,111 

有形固定資産 61,313 60,124 

無形固定資産 6,222 6,980 

繰延税金資産 6,809 7,475 

支払承諾見返 3,940 3,788 

貸倒引当金 △12,635 △14,496 

資産の部合計 4,994,723 5,436,161 

負債の部    

預金 4,665,243 4,929,424 

譲渡性預金 17,000 40,000 

借用金 - 158,200 

外国為替 135 142 

その他負債 15,242 9,281 

賞与引当金 1,307 1,256 

役員賞与引当金 61 23 

退職給付に係る負債 2,507 2,394 

役員退職慰労引当金 2 2 

利息返還損失引当金 5 3 

睡眠預金払戻損失引当金 799 709 

偶発損失引当金 1,165 1,034 

繰延税金負債 363 446 

再評価に係る繰延税金負債 4,639 4,639 

支払承諾 3,940 3,788 

負債の部合計 4,712,416 5,151,346 

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 171,957 174,984 

自己株式 △8,432 △8,301 

株主資本合計 252,989 256,147 

その他有価証券評価差額金 20,065 19,013 

土地再評価差額金 7,198 7,198 

退職給付に係る調整累計額 △2,744 △2,522 

その他の包括利益累計額合計 24,519 23,689 

新株予約権 346 277 

非支配株主持分 4,451 4,699 

純資産の部合計 282,306 284,814 

負債及び純資産の部合計 4,994,723 5,436,161 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

経常収益 34,668 31,985 

資金運用収益 23,935 24,147 

（うち貸出金利息） 18,384 18,046 

（うち有価証券利息配当金） 5,263 5,854 

役務取引等収益 5,410 5,135 

その他業務収益 1,068 641 

その他経常収益 4,254 2,060 

経常費用 28,460 25,709 

資金調達費用 400 399 

（うち預金利息） 239 182 

役務取引等費用 2,724 2,841 

その他業務費用 17 411 

営業経費 18,533 18,355 

その他経常費用 6,784 3,701 

経常利益 6,208 6,275 

特別損失 63 71 

固定資産処分損 63 62 

減損損失 － 8 

税金等調整前中間純利益 6,145 6,204 

法人税、住民税及び事業税 3,064 2,166 

法人税等調整額 △1,204 △294 

法人税等合計 1,859 1,872 

中間純利益 4,285 4,331 

非支配株主に帰属する中間純利益 70 105 

親会社株主に帰属する中間純利益 4,214 4,226 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

中間純利益 4,285 4,331 

その他の包括利益 △656 △682 

その他有価証券評価差額金 △789 △903 

退職給付に係る調整額 132 221 

中間包括利益 3,629 3,648 

（内訳）    

親会社株主に係る中間包括利益 3,492 3,396 

非支配株主に係る中間包括利益 136 252 
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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 2019年４月１日 至 2019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 49,759 39,704 174,810 △12,789 251,485 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △1,452  △1,452 

親会社株主に帰属する

中間純利益 
  4,214  4,214 

自己株式の取得    △964 △964 

自己株式の処分   △3 31 28 

自己株式の消却   △5,290 5,290 － 

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 － － △2,531 4,357 1,826 

当中間期末残高 49,759 39,704 172,279 △8,432 253,311 

 

   

 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 33,642 6,858 △1,663 38,837 293 4,238 294,855 

当中間期変動額        

剰余金の配当       △1,452 

親会社株主に帰属する

中間純利益 
      4,214 

自己株式の取得       △964 

自己株式の処分       28 

自己株式の消却       － 

株主資本以外の項目の 
当中間期変動額（純額） 

△857 － 134 △722 11 131 △578 

当中間期変動額合計 △857 － 134 △722 11 131 1,247 

当中間期末残高 32,785 6,858 △1,528 38,115 305 4,370 296,103 
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当中間連結会計期間（自 2020年４月１日 至 2020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 49,759 39,704 171,957 △8,432 252,989 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △1,174  △1,174 

親会社株主に帰属する

中間純利益 
  4,226  4,226 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分   △23 131 107 

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 － － 3,027 131 3,158 

当中間期末残高 49,759 39,704 174,984 △8,301 256,147 

 

   

 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 

当中間期変動額        

剰余金の配当       △1,174 

親会社株主に帰属する

中間純利益 
      4,226 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       107 

株主資本以外の項目の 
当中間期変動額（純額） 

△1,052 － 222 △830 △68 248 △651 

当中間期変動額合計 △1,052 － 222 △830 △68 248 2,507 

当中間期末残高 19,013 7,198 △2,522 23,689 277 4,699 284,814 

 

 

（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） 

該当事項はありません。 

 

  （追加情報） 

国内外の経済、企業活動は徐々に回復していくものの、新型コロナウイルス感染症の収束には今後

も時間を要すると見込んでおり、貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いておりま

す。こうした仮定のもと、中間連結財務諸表作成時点で入手可能な情報に基づき、債務者区分を判定

し貸倒引当金を計上しております。 

なお、上記の仮定は不確実であり、新型コロナウイルスの感染状況や、経済、企業活動への影響が

変化した場合には、第３四半期連結会計期間以降の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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３．中間財務諸表（個別）

（１）中間貸借対照表

    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 
当中間会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部    

現金預け金 250,054 564,665 

コールローン 3,980 5,275 

商品有価証券 3,931 4,029 

有価証券 932,147 994,230 

貸出金 3,694,226 3,754,376 

外国為替 3,498 7,936 

その他資産 36,376 36,740 

その他の資産 36,376 36,740 

有形固定資産 61,298 60,109 

無形固定資産 6,220 6,977 

前払年金費用 1,460 1,251 

繰延税金資産 5,563 6,333 

支払承諾見返 3,940 3,788 

貸倒引当金 △12,410 △14,277 

資産の部合計 4,990,288 5,431,437 

負債の部    

預金 4,668,215 4,932,581 

譲渡性預金 17,000 40,000 

借用金 － 158,200 

外国為替 135 142 

その他負債 12,841 6,860 

未払法人税等 3,276 2,196 

その他の負債 9,564 4,663 

賞与引当金 1,306 1,255 

役員賞与引当金 61 23 

睡眠預金払戻損失引当金 799 709 

偶発損失引当金 1,165 1,034 

再評価に係る繰延税金負債 4,639 4,639 

支払承諾 3,940 3,788 

負債の部合計 4,710,106 5,149,234 

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 171,601 174,626 

利益準備金 10,055 10,055 

その他利益剰余金 161,546 164,571 

別途積立金 152,720 152,720 

繰越利益剰余金 8,826 11,851 

自己株式 △8,432 △8,301 

株主資本合計 252,633 255,789 

その他有価証券評価差額金 20,003 18,938 

土地再評価差額金 7,198 7,198 

評価・換算差額等合計 27,202 26,137 

新株予約権 346 277 

純資産の部合計 280,182 282,203 

負債及び純資産の部合計 4,990,288 5,431,437 
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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 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

経常収益 34,213 31,593 

資金運用収益 23,910 24,125 

（うち貸出金利息） 18,362 18,028 

（うち有価証券利息配当金） 5,259 5,850 

役務取引等収益 5,079 4,868 

その他業務収益 963 541 

その他経常収益 4,260 2,057 

経常費用 28,171 25,494 

資金調達費用 400 399 

（うち預金利息） 239 182 

役務取引等費用 2,702 2,818 

その他業務費用 17 411 

営業経費 18,360 18,156 

その他経常費用 6,690 3,707 

経常利益 6,042 6,099 

特別損失 63 71 

固定資産処分損 63 62 

減損損失 － 8 

税引前中間純利益 5,979 6,028 

法人税、住民税及び事業税 2,992 2,107 

法人税等調整額 △1,195 △302 

法人税等合計 1,796 1,804 

中間純利益 4,183 4,223 
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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 2019年４月１日 至 2019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 
 

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 10,055 147,720 16,733 174,508 △12,789 251,183 

当中間期変動額                  

剰余金の配当           △1,452 △1,452   △1,452 

別途積立金の積立         5,000 △5,000 －   － 

中間純利益           4,183 4,183   4,183 

自己株式の取得               △964 △964 

自己株式の処分           △3 △3 31 28 

自己株式の消却           △5,290 △5,290 5,290 － 

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 － － － － 5,000 △7,562 △2,562 4,357 1,794 

当中間期末残高 49,759 39,704 39,704 10,055 152,720 9,170 171,945 △8,432 252,978 

 

           

  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 33,582 6,858 40,440 293 291,917 

当中間期変動額          

剰余金の配当         △1,452 

別途積立金の積立         － 

中間純利益         4,183 

自己株式の取得         △964 

自己株式の処分         28 

自己株式の消却         － 

株主資本以外の項目の 
当中間期変動額（純額） 

△862 － △862 11 △850 

当中間期変動額合計 △862 － △862 11 943 

当中間期末残高 32,719 6,858 39,578 305 292,861 

 

㈱京葉銀行（8544）2021年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

- 10 -



当中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020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 

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 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △1,174 △1,174 △1,174

中間純利益 4,223 4,223 4,223 

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △23 △23 131 107 

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 － － － － － 3,024 3,024 131 3,155 

当中間期末残高 49,759 39,704 39,704 10,055 152,720 11,851 174,626 △8,301 255,789 

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 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △1,174

中間純利益 4,223 

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 107 

株主資本以外の項目の 
当中間期変動額（純額） 

△1,065 － △1,065 △68 △1,134

当中間期変動額合計 △1,065 － △1,065 △68 2,021 

当中間期末残高 18,938 7,198 26,137 277 282,203 
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