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1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成23年4月1日～平成23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。 
（注）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。  

(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 ％

24年3月期中間期 8,766 △5.1 614 △45.9 324 △54.5
23年3月期中間期 9,246 △11.8 1,138 △41.7 714 △31.0

（注）包括利益 24年3月期中間期 △65百万円 （―％） 23年3月期中間期 273百万円 （―％）

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

24年3月期中間期 3.42 2.81
23年3月期中間期 7.50 6.16

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 886,205 33,284 3.7 12.89
23年3月期 863,784 33,712 3.8 13.10
（参考） 自己資本   24年3月期中間期  33,203百万円 23年3月期  33,634百万円

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 2.50
24年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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   

経常収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,800 △9.4 1,300 △43.9 700 △49.8 7.35



(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） 

4.  その他

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） 24年3月期中間期 96,199,386 株 23年3月期 96,199,386 株
② 期末自己株式数 24年3月期中間期 1,808,080 株 23年3月期 1,020,250 株
③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 94,898,883 株 23年3月期中間期 95,193,592 株

（個別業績の概要） 

1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成23年4月1日～平成23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を期末資産の部合計で除して算出しております。 
（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。  

(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 ％

24年3月期中間期 8,599 △5.2 587 △46.8 309 △55.0
23年3月期中間期 9,072 △11.9 1,106 △43.9 689 △34.8

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 3.26
23年3月期中間期 7.23

総資産 純資産 自己資本比率
単体自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 885,594 32,930 3.7 12.92
23年3月期 863,207 33,376 3.8 13.13
（参考） 自己資本 24年3月期中間期  32,930百万円 23年3月期  33,376百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

※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監査手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、
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。 
・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。 

経常収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,500 △9.3 1,300 △42.3 700 △48.1 7.35
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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

　　当中間期におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災によって、回復基調にあった生産活動や個人消費

　が期初より急激な落ち込みを余儀なくされました。その後、予想を上回る速度でサプライチェーンが復旧したこと

　や復興需要に対する期待感から、生産活動は震災前の水準に向かって持ち直しつつありましたが、海外諸国の景気

　減速に加え、ギリシャ危機に端を発した欧州の金融財政不安に対する抜本策が打ち出せないことから、為替相場は

　歴史的な円高水準が長期化するとの見方が強まっており、企業が生産拠点や部品調達の海外移転を進めるなど、国

　内産業の空洞化懸念が高まる状況となっております。

　　鳥取県経済を見ますと、他地域と比較して震災の影響も少なく、住宅着工も底堅い動きとなっていましたが、前

　年度に続き公共工事が大幅に減少しており、公共工事に依存する建設・土木業種割合が高い県内経済にとって大き

　な下押し圧力となっております。また、震災以降、リスク分散の観点から県内に新たに進出してくる企業が増加し

　た一方で、大手メーカーの合併により県内の事業拠点を大幅に縮小する動きがあることから、生産活動や雇用情勢

　は先行きの不透明感が拭えない状況が続いております。

　　そのような環境の下、当行は役職員一体となって業績の進展と内容の充実に努めました結果、以下のような業績

　となりました。

　　連結ベースの経常収益は、市場金利の低迷に伴う資金運用収益の減少等により前年同期比４億80百万円減少し、

　87億66百万円となりました。また、経常費用は、貸倒引当金の積み増し等によるその他経常費用の増加等により前

　年同期比43百万円増加し、81億51百万円となりました。以上の結果、経常利益は前年同期比５億24百万円減少し、

　６億14百万円、中間純利益は３億90百万円減少し、３億24百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　　連結ベースの資産・負債につきましては、貸出金は、事業性貸出が増加した反面、公共向け貸出が減少した結果、

　前連結会計年度比63億31百万円減少し、6,237億14百万円となりました。また有価証券は、地方債や社債が増加した

　結果、前連結会計年度比462億47百万円増加し、1,890億７百万円となりました。預金は、公金等の増加により、前

　連結会計年度比273億74百万円増加し、8,220億42百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　　平成23年5月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（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）追加情報

　　当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の

　訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

　計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日）を適用しております。

　　なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、当中間

　連結会計期間の「償却債権取立益」は、「その他経常収益」に計上しておりますが、前中間連結会計期間の「償却

　債権取立益」及び「投資損失引当金戻入益」については遡及処理を行っておりません。
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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23年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 53,755 36,598

買入金銭債権 111 88

有価証券 142,760 189,007

貸出金 630,045 623,714

外国為替 571 397

劣後受益権 11,147 11,006

その他資産 4,711 4,322

有形固定資産 11,525 12,130

無形固定資産 408 359

繰延税金資産 10,889 11,321

支払承諾見返 5,744 5,343

貸倒引当金 △7,830 △8,008

投資損失引当金 △56 △75

資産の部合計 863,784 886,205

負債の部   

預金 794,668 822,042

譲渡性預金 － 1,800

コールマネー及び売渡手形 351 58

借用金 4,804 4,867

外国為替 1 －

社債 10,000 10,000

新株予約権付社債 6,888 －

その他負債 4,421 5,617

賞与引当金 488 450

退職給付引当金 1,698 1,698

偶発損失引当金 109 152

睡眠預金払戻損失引当金 34 34

販売促進引当金 13 8

再評価に係る繰延税金負債 846 846

支払承諾 5,744 5,343

負債の部合計 830,071 852,920

純資産の部   

資本金 9,061 9,061

資本剰余金 6,452 6,452

利益剰余金 23,981 24,067

自己株式 △382 △507

株主資本合計 39,112 39,074

その他有価証券評価差額金 △6,296 △6,689

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 819 819

その他の包括利益累計額合計 △5,477 △5,870

少数株主持分 78 80

純資産の部合計 33,712 33,284

負債及び純資産の部合計 863,784 886,205
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

経常収益 9,246 8,766

資金運用収益 6,917 6,560

（うち貸出金利息） 6,030 5,747

（うち有価証券利息配当金） 690 660

役務取引等収益 1,264 1,209

その他業務収益 866 817

その他経常収益 198 180

経常費用 8,108 8,151

資金調達費用 1,011 936

（うち預金利息） 701 564

役務取引等費用 684 663

その他業務費用 349 54

営業経費 5,368 5,461

その他経常費用 694 1,036

経常利益 1,138 614

特別利益 33 －

償却債権取立益 26 －

その他の特別利益 7 －

特別損失 19 9

固定資産処分損 4 6

その他の特別損失 14 3

税金等調整前中間純利益 1,152 605

法人税、住民税及び事業税 210 443

法人税等調整額 225 △165

法人税等合計 436 277

少数株主損益調整前中間純利益 716 327

少数株主利益 1 2

中間純利益 714 324
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 716 327

その他の包括利益 △442 △392

その他有価証券評価差額金 △442 △392

繰延ヘッジ損益 △0 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

中間包括利益 273 △65

親会社株主に係る中間包括利益 271 △67

少数株主に係る中間包括利益 1 2

㈱鳥取銀行（8383）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－4－



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 9,061 9,061

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 9,061 9,061

資本剰余金   

当期首残高 6,452 6,452

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 6,452 6,452

利益剰余金   

当期首残高 23,057 23,981

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 714 324

自己株式の処分 － △0

当中間期変動額合計 476 86

当中間期末残高 23,534 24,067

自己株式   

当期首残高 △379 △382

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

当中間期変動額合計 △1 △125

当中間期末残高 △380 △507

株主資本合計   

当期首残高 38,192 39,112

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 714 324

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

当中間期変動額合計 475 △38

当中間期末残高 38,667 39,074
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 △5,307 △6,296

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）

△442 △392

当中間期変動額合計 △442 △392

当中間期末残高 △5,749 △6,689

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 0

土地再評価差額金   

当期首残高 822 819

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）

－ －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 822 819

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △4,483 △5,477

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）

△442 △392

当中間期変動額合計 △442 △392

当中間期末残高 △4,926 △5,870

少数株主持分   

当期首残高 72 78

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 2

当中間期変動額合計 1 2

当中間期末残高 74 80

純資産合計   

当期首残高 33,780 33,712

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 714 324

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△440 △390

当中間期変動額合計 34 △428

当中間期末残高 33,815 33,284
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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23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 53,754 36,597

買入金銭債権 111 88

有価証券 142,670 188,909

貸出金 630,268 623,929

外国為替 571 397

その他資産 15,023 14,476

有形固定資産 11,525 12,130

無形固定資産 406 358

繰延税金資産 10,856 11,295

支払承諾見返 5,744 5,343

貸倒引当金 △7,669 △7,857

投資損失引当金 △56 △75

資産の部合計 863,207 885,594

負債の部   

預金 794,751 822,085

譲渡性預金 － 1,800

コールマネー 351 58

借用金 4,804 4,867

外国為替 1 －

社債 10,000 10,000

新株予約権付社債 6,888 －

その他負債 4,134 5,349

未払法人税等 42 461

リース債務 774 1,245

その他の負債 3,317 3,642

賞与引当金 475 437

退職給付引当金 1,688 1,688

偶発損失引当金 109 152

睡眠預金払戻損失引当金 34 34

再評価に係る繰延税金負債 846 846

支払承諾 5,744 5,343

負債の部合計 829,831 852,663
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

資本金 9,061 9,061

資本剰余金 6,452 6,452

資本準備金 6,452 6,452

利益剰余金 23,722 23,794

利益準備金 2,628 2,628

その他利益剰余金 21,094 21,166

別途積立金 19,645 20,645

繰越利益剰余金 1,449 521

自己株式 △381 △507

株主資本合計 38,855 38,802

その他有価証券評価差額金 △6,297 △6,690

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 819 819

評価・換算差額等合計 △5,478 △5,871

純資産の部合計 33,376 32,930

負債及び純資産の部合計 863,207 885,594
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

経常収益 9,072 8,599

資金運用収益 6,858 6,514

（うち貸出金利息） 5,971 5,701

（うち有価証券利息配当金） 691 660

役務取引等収益 1,162 1,099

その他業務収益 866 817

その他経常収益 185 167

経常費用 7,965 8,011

資金調達費用 1,011 936

（うち預金利息） 701 564

役務取引等費用 610 586

その他業務費用 349 54

営業経費 5,320 5,409

その他経常費用 673 1,024

経常利益 1,106 587

特別利益 33 －

特別損失 19 9

税引前中間純利益 1,121 578

法人税、住民税及び事業税 206 440

法人税等調整額 225 △172

法人税等合計 432 268

中間純利益 689 309
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 9,061 9,061

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 9,061 9,061

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 6,452 6,452

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 6,452 6,452

資本剰余金合計   

当期首残高 6,452 6,452

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 6,452 6,452

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,628 2,628

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,628 2,628

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 18,645 19,645

当中間期変動額   

剰余金の配当 1,000 1,000

当中間期変動額合計 1,000 1,000

当中間期末残高 19,645 20,645

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,571 1,449

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,237 △1,237

中間純利益 689 309

自己株式の処分 － △0

当中間期変動額合計 △548 △928

当中間期末残高 1,022 521
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 22,844 23,722

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 689 309

自己株式の処分 － △0

当中間期変動額合計 451 71

当中間期末残高 23,295 23,794

自己株式   

当期首残高 △378 △381

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

当中間期変動額合計 △1 △125

当中間期末残高 △379 △507

株主資本合計   

当期首残高 37,980 38,855

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 689 309

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

当中間期変動額合計 449 △53

当中間期末残高 38,430 38,802

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △5,309 △6,297

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）

△442 △392

当中間期変動額合計 △442 △392

当中間期末残高 △5,751 △6,690

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 0
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

土地再評価差額金   

当期首残高 822 819

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）

－ －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 822 819

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △4,485 △5,478

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）

△442 △392

当中間期変動額合計 △442 △392

当中間期末残高 △4,928 △5,871

純資産合計   

当期首残高 33,494 33,376

当中間期変動額   

剰余金の配当 △237 △237

中間純利益 689 309

自己株式の取得 △1 △125

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△442 △392

当中間期変動額合計 7 △445

当中間期末残高 33,501 32,930
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