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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１）「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２）「連結自己資本比率（第二基準）は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照ら
しそれらの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20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 58,257 △3.1 4,206 △8.8 4,096 △21.2

23年3月期中間期 60,161 ― 4,613 ― 5,199 ―

（注）包括利益 24年3月期中間期 10,698百万円 （△36.1％） 23年3月期中間期 16,763百万円 （―％）

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 3.46 3.46
23年3月期中間期 4.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（第二

基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 4,908,230 179,344 3.6 11.23
23年3月期 4,881,152 176,684 3.5 10.80

（参考） 自己資本   24年3月期中間期  177,894百万円 23年3月期  175,479百万円

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  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況について
は、３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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  ：  有  
 

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 115,000 △1.9 9,000 19.4 8,000 4.0 4.72



(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 1,192,293,163 株 23年3月期 1,192,293,163 株

② 期末自己株式数 24年3月期中間期 18,808,146 株 23年3月期 1,008,040 株

③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 1,181,845,569 株 23年3月期中間期 1,192,287,337 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－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。 
 

(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 ％

24年3月期中間期 6,812 8.7 6,351 9.8 6,333 11.0 6,349 11.3
23年3月期中間期 6,263 ― 5,782 ― 5,705 ― 5,703 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 5.37
23年3月期中間期 4.78

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期中間期 199,988 197,811 98.8
23年3月期 199,599 199,500 99.9

（参考） 自己資本 24年3月期中間期  197,772百万円 23年3月期  199,493百万円

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
中間連結財務諸表および中間財務諸表の中間監査手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・四半期決算補足説明資料は、四半期決算短信に添付しております。 
 
・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
いては、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 
 
・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、
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。 
 
・当社は、平成21年10月１日に株式会社池田銀行と株式会社泉州銀行が経営統合し、両行を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。この
ため、平成23年３月期中間期の対前年同四半期増減率はありません。 

営業収益 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 7,200 5.9 6,300 8.5 6,300 8.5 3.27



  普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。 

  （第一種優先株式） 
  

 
  

  

  （第二種優先株式） 

○種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

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  ― ― ―
196円を18.5で
除した額

196円を18.5で
除した額

 24年３月期  ― ―

 24年３月期(予想) ―
196円を18.5で
除した額

196円を18.5で
除した額

１株当たり配当金

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  ― ― ―
204円を18.5で
除した額

204円を18.5で
除した額

 24年３月期  ― ―

 24年３月期(予想) ―
204円を18.5で
除した額

204円を18.5で
除した額
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当社グループ連結業績につきましては、連結経常収益は、有価証券利息配当金の減少を要因として資

金運用収益が14億49百万円減少したことを中心に、前中間連結会計期間比19億４百万円減少し、582億

57百万円となりました。一方、連結経常費用も、預金を中心とした資金調達利回りの低下を要因とし

て、資金調達費用が10億92百万円減少したことを中心に、前中間連結会計期間比14億98百万円減少し、

540億50百万円となりました。 

以上の結果、経常利益は、前中間連結会計期間比４億７百万円減少し、42億６百万円となり、中間純

利益は、前中間連結会計期間比11億３百万円減少し、40億96百万円となりました。 

  

預金の当中間連結会計期間残高については、法人預金は増加しましたが、個人預金が減少したことか

ら、前連結会計年度比41億円減少し、４兆3,446億円となりました。 

貸出金の当中間連結会計期間残高については、事業性貸出金・個人ローンともに減少し、前連結会計

年度比530億円減少し、３兆4,480億円となりました。 

有価証券の当中間連結会計期間残高については、子銀行において債券の運用に努めたことから、前連

結会計年度比1,243億円増加し、１兆2,016億円となりました。 

  

当中間期の実績および足元の状況を踏まえ、平成24年３月期の当社グループの業績見通しは、経常収

益1,150億円、経常利益90億円、当期純利益80億円、また、単体では、営業収益72億円、経常利益63億

円、当期純利益63億円といたしました。 

  

  

 該当事項ありません。 

１．当中間期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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 144,348 109,907

買入金銭債権 1,311 1,073

商品有価証券 36 44

金銭の信託 19,000 18,775

有価証券 1,077,342 1,201,658

貸出金 3,501,016 3,448,004

外国為替 6,210 6,310

その他資産 62,426 57,034

有形固定資産 38,142 38,215

無形固定資産 5,606 6,535

繰延税金資産 38,999 40,155

支払承諾見返 29,459 27,340

貸倒引当金 △42,748 △46,825

資産の部合計 4,881,152 4,908,230

負債の部

預金 4,348,871 4,344,696

債券貸借取引受入担保金 172,725 185,506

借用金 44,417 67,873

外国為替 480 439

社債 48,000 43,000

その他負債 50,184 50,921

賞与引当金 1,778 1,814

退職給付引当金 6,525 4,539

役員退職慰労引当金 386 380

睡眠預金払戻損失引当金 309 316

ポイント引当金 135 144

統合関連損失引当金 717 1,418

偶発損失引当金 465 483

繰延税金負債 0 0

負ののれん 10 9

支払承諾 29,459 27,340

負債の部合計 4,704,468 4,728,885

純資産の部

資本金 72,311 72,311

資本剰余金 83,063 83,062

利益剰余金 33,125 31,196

自己株式 △116 △2,160

株主資本合計 188,383 184,410

その他有価証券評価差額金 △12,884 △6,515

繰延ヘッジ損益 △19 △0

その他の包括利益累計額合計 △12,904 △6,515

新株予約権 6 38

少数株主持分 1,197 1,411

純資産の部合計 176,684 179,344

負債及び純資産の部合計 4,881,152 4,908,230
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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 60,161 58,257

資金運用収益 37,509 36,060

（うち貸出金利息） 29,700 29,748

（うち有価証券利息配当金） 7,735 6,218

役務取引等収益 8,702 8,485

その他業務収益 7,463 8,179

その他経常収益 6,487 5,531

経常費用 55,548 54,050

資金調達費用 6,927 5,835

（うち預金利息） 5,857 4,340

役務取引等費用 2,464 2,660

その他業務費用 124 976

営業経費 28,624 28,217

その他経常費用 17,407 16,360

経常利益 4,613 4,206

特別利益 764 －

償却債権取立益 764 －

特別損失 148 228

固定資産処分損 49 103

減損損失 24 124

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 74 －

税金等調整前中間純利益 5,229 3,978

法人税、住民税及び事業税 271 600

法人税等調整額 △190 △934

法人税等合計 81 △333

少数株主損益調整前中間純利益 5,147 4,312

少数株主利益又は少数株主損失（△） △51 215

中間純利益 5,199 4,096

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 5,147 4,312

その他の包括利益 11,615 6,386

その他有価証券評価差額金 11,617 6,367

繰延ヘッジ損益 △1 19

中間包括利益 16,763 10,698

親会社株主に係る中間包括利益 16,817 10,484

少数株主に係る中間包括利益 △54 214
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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 72,311 72,311

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 72,311 72,311

資本剰余金

当期首残高 83,063 83,063

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 83,063 83,062

利益剰余金

当期首残高 31,107 33,125

当中間期変動額

剰余金の配当 △5,673 △6,024

中間純利益 5,199 4,096

当中間期変動額合計 △474 △1,928

当中間期末残高 30,633 31,196

自己株式

当期首残高 △1 △116

当中間期変動額

自己株式の取得 △0 △2,098

自己株式の処分 － 54

当中間期変動額合計 △0 △2,044

当中間期末残高 △1 △2,160

株主資本合計

当期首残高 186,480 188,383

当中間期変動額

剰余金の配当 △5,673 △6,024

中間純利益 5,199 4,096

自己株式の取得 △0 △2,098

自己株式の処分 － 53

当中間期変動額合計 △474 △3,973

当中間期末残高 186,006 184,410
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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 △13,110 △12,884

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）

11,620 6,368

当中間期変動額合計 11,620 6,368

当中間期末残高 △1,490 △6,515

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △0 △19

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 19

当中間期変動額合計 △1 19

当中間期末残高 △2 △0

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △13,111 △12,904

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）

11,618 6,388

当中間期変動額合計 11,618 6,388

当中間期末残高 △1,493 △6,515

新株予約権

当期首残高 － 6

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） － 32

当中間期変動額合計 － 32

当中間期末残高 － 38

少数株主持分

当期首残高 907 1,197

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） 161 214

当中間期変動額合計 161 214

当中間期末残高 1,068 1,411

純資産合計

当期首残高 174,276 176,684

当中間期変動額

剰余金の配当 △5,673 △6,024

中間純利益 5,199 4,096

自己株式の取得 △0 △2,098

自己株式の処分 － 53

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 11,779 6,634

当中間期変動額合計 11,305 2,660

当中間期末残高 185,581 179,344
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該当事項ありません。 

  

  

当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当社グループの業績における「その他」の重

要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはリース業務等が含まれておりま

す。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等
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平成23年11月11日 

 

   

   

  
  
  

 

 

 

  

 
（注） 平成22年５月１日付で旧池田銀行と旧泉州銀行は、存続会社を旧池田銀行として合併し、商号を池

田泉州銀行に変更しております。このため、平成23年３月期中間期の計数には、旧泉州銀行の平成
22年４月の計数が含まれておりません。したがって、対前年同中間期増減率を記載しておりませ
ん。 

 

 

 

 
（注１）「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。 
（注２）「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。 

  

  

 平成24年３月期の個別業績予想につきましては、株式会社池田泉州ホールディングスの決算説明資料７ペ
ージをご参照ください。 

ご参考 平成24年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結)

会    社    名 株式会社 池田泉州銀行 上場取引所 非上場

上 場 会 社 名 株式会社 池田泉州ホールディングス URL http://www.sihd-bk.jp

代  表  者 (役職名)取締役頭取兼ＣＥＯ (氏名)服部 盛隆
問合せ先責任者 (役職名)取締役企画部長 (氏名)田原 彰 TEL (06)6375－3595  

(百万円未満、小数点第１位未満切捨て)

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）
（１）個別経営成績 (％表示は対前年同中間期増減率)

経常収益 経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成24年３月期中間期 52,123 － 2,946 － 3,543 －

平成23年３月期中間期 50,200 － 3,854 － 4,209 －

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

平成24年３月期中間期 84 73 －

平成23年３月期中間期 118 29 －

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
単体自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

平成24年３月期中間期 4,899,232 171,428 3.4 3,583 59 11.03

平成23年３月期 4,869,023 167,782 3.4 3,100 33 10.54

(参考) 自己資本 24年３月期中間期 171,428百万円 23年３月期 167,782百万円

２．平成24年３月期の業績予想（平23年４月１日～平成24年３月31日）
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１．個別財務諸表 
  （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 143,728 109,013

買入金銭債権 1,270 1,039

商品有価証券 36 44

金銭の信託 19,000 18,775

有価証券 1,081,565 1,205,314

貸出金 3,512,391 3,461,785

外国為替 6,210 6,310

その他資産 34,321 29,505

有形固定資産 37,452 37,610

無形固定資産 5,629 6,811

繰延税金資産 36,017 37,050

支払承諾見返 23,487 22,151

貸倒引当金 △32,088 △36,181

資産の部合計 4,869,023 4,899,232

負債の部   

預金 4,357,005 4,354,242

譲渡性預金 24,300 24,800

債券貸借取引受入担保金 172,725 185,506

借用金 36,352 59,086

外国為替 480 439

社債 48,000 43,000

その他負債 28,948 29,856

未払法人税等 278 270

リース債務 1,066 945

資産除去債務 192 162

その他の負債 27,411 28,477

賞与引当金 1,593 1,643

退職給付引当金 6,440 4,446

役員退職慰労引当金 372 363

睡眠預金払戻損失引当金 309 316

ポイント引当金 41 49

統合関連損失引当金 717 1,418

偶発損失引当金 465 483

支払承諾 23,487 22,151

負債の部合計 4,701,241 4,727,803
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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 50,710 50,710

資本剰余金 104,361 104,361

資本準備金 11,082 11,082

その他資本剰余金 93,278 93,278

利益剰余金 25,625 22,874

利益準備金 1,152 2,411

その他利益剰余金 24,473 20,463

繰越利益剰余金 24,473 20,463

株主資本合計 180,698 177,946

その他有価証券評価差額金 △12,895 △6,517

繰延ヘッジ損益 △19 △0

評価・換算差額等合計 △12,915 △6,518

純資産の部合計 167,782 171,428

負債及び純資産の部合計 4,869,023 4,899,232
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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 50,200 52,123

資金運用収益 34,323 35,999

（うち貸出金利息） 26,913 29,713

（うち有価証券利息配当金） 7,356 6,207

役務取引等収益 6,350 6,503

その他業務収益 7,372 8,179

その他経常収益 2,154 1,440

経常費用 46,346 49,176

資金調達費用 6,226 5,805

（うち預金利息） 5,250 4,341

役務取引等費用 4,213 4,976

その他業務費用 237 1,034

営業経費 24,358 26,328

その他経常費用 11,311 11,032

経常利益 3,854 2,946

特別利益 420 38

特別損失 143 212

税引前中間純利益 4,130 2,772

法人税、住民税及び事業税 37 42

法人税等調整額 △116 △813

法人税等合計 △79 △770

中間純利益 4,209 3,543
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