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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）

（注）当社は2018年10月1日設立のため、2020年3月期中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。 

(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。 

(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 72,728 △3.1 10,821 △17.0 6,801 △21.1
2020年3月期中間期 75,085 ― 13,041 ― 8,624 ―

（注）包括利益 2021年3月期中間期  23,623百万円 （257.0％） 2020年3月期中間期  6,616百万円 （―％）

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

2021年3月期中間期 148.91 148.13
2020年3月期中間期 189.06 188.23

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 9,418,232 427,469 4.3
2020年3月期 8,966,437 406,453 4.3
（参考）自己資本 2021年3月期中間期 408,468百万円 2020年3月期 388,116百万円

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

2020年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00
2021年3月期 ― 60.00
2021年3月期（予想） ― 60.00 120.00

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） 

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
（注２）本業績予想は、新型コロナウイルス感染症の影響を現時点で想定される範囲で一定程度考慮しておりますが、今後修正の必要が生じた場合は速や 

かに開示します。 

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 14,800 △23.7 10,500 △18.4 230.03



(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） 2021年3月期中間期 45,942,978 株 2020年3月期 45,942,978 株
② 期末自己株式数 2021年3月期中間期 247,566 株 2020年3月期 297,760 株
③ 期中平均株式数（中間期） 2021年3月期中間期 45,672,427 株 2020年3月期中間期 45,615,304 株

（個別業績の概要） 

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） 

（注）当社は2018年10月1日設立のため、2020年3月期中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。 

(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）

営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期中間期 4,156 △11.4 2,821 △19.7 2,822 △15.2 2,776 △15.7
2020年3月期中間期 4,696 ― 3,514 ― 3,329 ― 3,294 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

2021年3月期中間期 60.79
2020年3月期中間期 72.19

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 322,181 321,895 99.6
2020年3月期 322,082 321,715 99.6
（参考）自己資本 2021年3月期中間期 321,156百万円 2020年3月期 320,948百万円

※ 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．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、当社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、 
  その達成を当社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。 
２．当社は、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き 
  ましては、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。 
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１ ．【当中間期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損益状況につきましては、以下のとおりとなりました。 

経常収益は、マイナス金利政策の長期化による有価証券利息配当金の減少等を主因に、前年同期比23億56百万円減少

し、727億28百万円となりました。 

経常費用は、外貨資金調達コストの減少等により、前年同期比1億36百万円減少し、619億7百万円となりました。 

以上の結果、経常利益は前年同期比22億20百万円減少し、108億21百万円となりました。また、親会社株主に帰属する

中間純利益は前年同期比18億23百万円減少し、68億1百万円となりました。 

(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、前連結会計年度末比4,517億円増加し、9兆4,182億円となりました。また、純資産は

前連結会計年度末比210億円増加し、4,274億円となりました。 

  主要勘定の残高につきましては、預金は前連結会計年度末比3,472億円増加し、7兆7,204億円となりました。また、譲渡性

預金は前連結会計年度末比319億円減少し、2,202億円となりました。 

 貸出金は、前連結会計年度末比1,116億円減少し、4兆9,716億円となりました。 

 有価証券は、前連結会計年度末比1,861億円増加し、2兆5,123億円となりました。 

(３)【業績予想に関する説明】 

当中間連結会計期間における親会社株主に帰属する中間純利益は、2020年5月15日公表の2021年3月期通期業績予

想対比で約64％の進捗率となっておりますが、経営環境等、今後の動向を見極める必要があることから、2021年3月期の通期

の業績予想につきましては変更ありません。 

  なお、今後、新型コロナウイルス感染症の影響等に変化が生じ、業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示いた

します。 
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（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） 

 ＜新型コロナウイルス感染症の影響＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、その影響は今後一定期間は

継続すると想定しております。経済活動の収縮から一時的に信用状況の悪化による影響が出てくる一方で、各種経済対策な

どによる信用悪化の抑制効果も見込まれるとの仮定をおいており、貸倒引当金の見積方法の変更は実施しておりません。 

ただし、今後の感染状況や収束時期等には多くの不確実性を含んでおり、追加的な損失発生などにより連結財務諸表に影

響を与える可能性があります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における「貸倒引当

金の計上基準」の（追加情報）に記載した内容から重要な変更はありません。 

 

 ＜当社子会社の合併＞ 

当社の完全子会社である株式会社第四銀行（以下、第四銀行という。）と株式会社北越銀行（以下、北越銀行といい、第四銀

行と北越銀行を総称して両行という。）は、2020年９月18日付にて合併契約（以下、本合併という。）を締結いたしました。 

（1）合併の目的 

本合併は、両行が当社のもと、統合効果を最大限発揮し、金融仲介機能および情報仲介機能をより一層向上させることで、経

営統合の最大の目的である「地域への貢献」を永続的に果たしていくことを目的としております。 

（2）合併の概要 

  ①合併の日程 

   合併契約の締結           2020年９月18日（金） 

   合併承認株主総会       2020年９月25日（金） 

   合併効力発生日           2021年１月１日（金）（予定） 

  ②合併方式 

     第四銀行を吸収合併存続会社、北越銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とします。 

   なお、第四銀行は2021年１月１日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更する予定です。 

  ③合併に係る対価及び割当て 

  両行は、いずれも当社の完全子会社であるため、第四銀行（2021年１月１日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更予

定）は本合併に際し、北越銀行の株主である当社に対し、本合併の対価として、株式その他の金銭等の交付は行いません。 

  ④資本金及び準備金の額 

本合併による第四銀行（2021年１月１日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更予定）の資本金及び準備金の額の増加

はありません。 

（3）実施予定の会計処理の概要 

     「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基
準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取引等として処理する予定
であります。 
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