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1.  平成21年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成20年4月1日～平成20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－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部の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 ％

20年9月中間期 30,127 1.6 601 △88.0 290 △91.8
19年9月中間期 29,624 16.8 5,041 △16.8 3,579 △41.1

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

20年9月中間期 0.55 0.60
19年9月中間期 7.76 7.45

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
連結自己資本比率（国

内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

20年9月中間期 2,162,530 78,276 3.6 154.93 10.09
20年3月期 2,127,243 89,224 4.1 177.98 11.23

（参考） 自己資本   20年9月中間期  78,004百万円 20年3月期  88,650百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行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。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 59,000 2.2 2,000 △25.2 1,150 △58.9 2.36
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4.  その他 
(1) 期中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) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるも
の) 

（注）詳細は、4～5ページ【定性的情報・財務諸表】4．その他 をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月中間期  457,912,582株 20年3月期  457,166,077株
② 期末自己株式数 20年9月中間期  489,826株 20年3月期  467,079株
③ 期中平均株式数（中間期） 20年9月中間期  456,732,771株 19年9月中間期  456,354,537株

（個別業績の概要） 

1.  平成21年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成20年4月1日～平成20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）を期末資産の部の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 ％

20年9月中間期 27,569 2.0 1,052 △80.2 475 △86.3
19年9月中間期 27,016 18.9 5,314 △12.7 3,478 △46.7

1株当たり中間純利益
円 銭

20年9月中間期 0.96
19年9月中間期 7.53

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 ％

20年9月中間期 2,166,685 80,037 3.6 159.31 10.31
20年3月期 2,130,616 90,494 4.2 181.95 11.30

（参考） 自己資本 20年9月中間期  80,037百万円 20年3月期  90,494百万円

2.  平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

 

 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、当第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。 
 
 また、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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

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 54,000 2.3 2,400 △4.4 1,150 △48.7 2.35

（株）泉州銀行（8372）　平成21年3月期 第2四半期決算短信

- 2 -



 
  

○ 種類株式の配当の状況 
 
 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。 
 （第一回優先株式） 

 1 株当たり配当金 
（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2 0 年 3 月 期 ― 5 00 ― 5 00 10 00
2 1 年 3 月 期 ― 5 00   
2 1 年 3 月 期

（予想）  ― 5 00 10 00
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 

 当中間連結会計期間の経常収益は、役務取引等収益や国債等債券売却益の減少等はあったものの、貸

出金利息や株式等売却益の増加等により、前年同期比 5 億 3 百万円増加の 301 億 27 百万円となりまし

た。一方、経常費用は経費の増加や与信関連費用の増加等により、前年同期比 49 億 43 百万円増加の 295
億 25 百万円となりました。この結果、経常利益は 6 億 1 百万円となり、前年同期比 44 億 40 百万円の

減益となりました。また、特別損益を加味した税金等調整前中間純利益は前年同期比 47 億 72 百万円減

少の 12 億 33 百万円、中間純利益は、前年同期比 32 億 89 百万円減少の 2 億 90 百万円となりました。 
 当行単体の正味業務純益（一般貸倒引当金繰入額と債券関係損益を除く）は、役務取引等利益の減少

や経費の増加により、前年同期比 11 億 63 百万円減少の 48 億 41 百万円となりました。また、当行が収

益目標としている営業性業務粗利益（有価証券運用益等の営業外要因を除いた業務粗利益）は、役務取

引等利益の減少等により、前年同期比 6 億 9 百万円減少の 160 億 96 百万円となり、営業性正味業務純

益は、前年同期比 11 億 50 百万円の減少の 37 億 59 百万円となりました。なお、経常利益は 10 億 52 百

万円、税引前中間純利益は 15 億 75 百万円、中間純利益は 4 億 75 百万円をそれぞれ計上いたしました。 
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 当中間連結会計期間末の預金残高につきましては、引き続き「年金定期」や「ダイレクト支店」によ

る預金獲得が好調に推移し、前連結会計年度末比 308 億円増加して、1 兆 8,014 億円となりました。 
 貸出金残高につきましては、住宅ローンや中小企業向け貸出に積極的に取り組ました結果、前連結会

計年度末比 287 億円増加して、1 兆 6,418 億円となりました。 
 有価証券残高につきましては、金利リスクを踏まえつつ機動的な運用を実践してまいりました結果、

前連結会計年度末比 171 億円減少の 4,057 億円となりました。 
 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 平成 20 年 11 月 5 日に公表いたしました業績予想は、変更はありません。 
 

4. その他 
(1) 期中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） 

 該当する事項はありません。 
 

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則･手続、表示方法等の変更 
（リース取引に関する会計基準） 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号平成 19 年 3
月 30 日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）

が平成 20 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間

連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。 
 
［借主側］ 
 当該取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 
 これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は 7 百万円増加、「その他負債」

中のリース債務は 7 百万円増加し、営業経費は 0 百万円増加、経常利益及び税金等調整前中間純利

益はそれぞれ 0 百万円減少しております。 
 なお、リース取引開始日が平成 20 年 4 月 1 日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外

ファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っ

ております。 
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［貸主側］ 
 当該取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料の受取時に売上高と売上原価を計

上する方法によっております。 
 これにより、従来の方法に比べ、その他資産が 36 億 65 百万円増加し、有形固定資産及び無形固

定資産がそれぞれ 33 億 93 百万円、2 億 44 百万円減少しております。また、経常利益及び税金等

調整前中間純利益はそれぞれ 27 百万円増加しております。 
 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、会計基準適用初年度の前連結会計年度末における賃貸資産の帳簿価額（減価償却累

計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しております。 
 また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期へ

の配分方法は、定額法によっております。 
 このため、リース取引開始日に遡及してリース会計基準を適用した場合に比べ、税金等調整前中

間純利益が 2 億 35 百万円多く計上されております。 
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５．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 30,556 20,799

コールローン及び買入手形 3,026 －

買入金銭債権 77 74

商品有価証券 1 －

有価証券 405,737 422,838

貸出金 1,641,858 1,613,112

外国為替 1,803 2,129

その他資産 38,154 20,140

有形固定資産 15,396 19,459

無形固定資産 1,509 1,765

繰延税金資産 26,274 26,111

支払承諾見返 17,235 17,784

貸倒引当金 △19,010 △16,758

投資損失引当金 △91 △211

資産の部合計 2,162,530 2,127,243

負債の部   

預金 1,801,406 1,770,578

譲渡性預金 8,300 12,300

コールマネー及び売渡手形 93,000 48,968

債券貸借取引受入担保金 57,695 42,736

借用金 40,539 93,354

外国為替 389 241

社債 20,300 20,300

その他負債 39,222 25,773

賞与引当金 868 909

退職給付引当金 4,856 4,643

役員退職慰労引当金 239 229

預金関係損失引当金 190 134

その他の偶発損失引当金 9 65

支払承諾 17,235 17,784

負債の部合計 2,084,254 2,038,019
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

資本金 44,575 44,575

資本剰余金 3,989 3,990

利益剰余金 37,706 38,594

自己株式 △125 △121

株主資本合計 86,145 87,038

その他有価証券評価差額金 △8,141 1,612

評価・換算差額等合計 △8,141 1,612

少数株主持分 271 573

純資産の部合計 78,276 89,224

負債及び純資産の部合計 2,162,530 2,127,243
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（２）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19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

経常収益 29,624 30,127

資金運用収益 20,886 21,557

（うち貸出金利息） 17,695 18,772

（うち有価証券利息配当金） 3,097 2,701

役務取引等収益 4,639 3,777

その他業務収益 3,729 2,923

その他経常収益 369 1,869

経常費用 24,582 29,525

資金調達費用 4,646 4,886

（うち預金利息） 3,432 4,057

役務取引等費用 954 1,076

その他業務費用 1,704 2,124

営業経費 12,370 13,552

その他経常費用 4,905 7,886

経常利益 5,041 601

特別利益 977 889

償却債権取立益 － 714

投資損失引当金戻入益 － 119

その他の偶発損失引当金戻入益 － 56

特別損失 13 257

固定資産処分損 － 21

統合関連費用 － 236

税金等調整前中間純利益 6,005 1,233

法人税、住民税及び事業税 110 81

法人税等調整額 2,344 1,155

法人税等合計 － 1,237

少数株主損失（△） △29 △293

中間純利益 3,579 290
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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19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 44,575 44,575

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 44,575 44,575

資本剰余金   

前期末残高 3,988 3,990

当中間期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 3,988 3,989

利益剰余金   

前期末残高 38,147 38,594

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △1,177

中間純利益 3,579 290

当中間期変動額合計 2,402 △887

当中間期末残高 40,550 37,706

自己株式   

前期末残高 △148 △121

当中間期変動額   

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

当中間期変動額合計 △6 △4

当中間期末残高 △154 △125

株主資本合計   

前期末残高 86,562 87,038

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △1,177

中間純利益 3,579 290

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

当中間期変動額合計 2,396 △892

当中間期末残高 88,959 86,145
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,132 1,612

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）

△4,402 △9,754

当中間期変動額合計 △4,402 △9,754

当中間期末残高 5,729 △8,141

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,132 1,612

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）

△4,402 △9,754

当中間期変動額合計 △4,402 △9,754

当中間期末残高 5,729 △8,141

少数株主持分   

前期末残高 626 573

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）

△46 △301

当中間期変動額合計 △46 △301

当中間期末残高 580 271

純資産合計   

前期末残高 97,321 89,224

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,176 △1,177

中間純利益 3,579 290

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,448 △10,055

当中間期変動額合計 △2,052 △10,948

当中間期末残高 95,268 78,276
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６．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 30,443 20,423

コールローン 3,026 －

買入金銭債権 19 25

商品有価証券 1 －

有価証券 413,184 430,603

貸出金 1,647,365 1,619,461

外国為替 1,803 2,129

その他資産 29,173 14,906

有形固定資産 13,420 13,532

無形固定資産 151 100

繰延税金資産 24,065 23,980

支払承諾見返 15,638 16,201

貸倒引当金 △11,516 △10,272

投資損失引当金 △92 △477

資産の部合計 2,166,685 2,130,616

負債の部   

預金 1,802,256 1,771,271

譲渡性預金 27,350 31,440

コールマネー 93,000 48,968

債券貸借取引受入担保金 57,695 42,736

借用金 38,514 91,329

外国為替 389 241

社債 20,000 20,000

その他負債 25,746 12,060

未払法人税等 115 135

リース債務 192 －

その他の負債 25,438 11,924

賞与引当金 810 852

退職給付引当金 4,819 4,610

役員退職慰労引当金 227 209

預金関係損失引当金 190 134

その他の偶発損失引当金 9 65

支払承諾 15,638 16,201

負債の部合計 2,086,648 2,040,122
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（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

資本金 44,575 44,575

資本剰余金 3,976 3,976

資本準備金 3,974 3,974

その他資本剰余金 1 1

利益剰余金 39,726 40,429

利益準備金 2,572 2,336

その他利益剰余金 37,154 38,092

繰越利益剰余金 37,154 38,092

自己株式 △91 △86

株主資本合計 88,186 88,894

その他有価証券評価差額金 △8,149 1,599

評価・換算差額等合計 △8,149 1,599

純資産の部合計 80,037 90,494

負債及び純資産の部合計 2,166,685 2,130,616
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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19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

経常収益 27,016 27,569

資金運用収益 20,848 21,511

（うち貸出金利息） 17,669 18,767

（うち有価証券利息配当金） 3,100 2,671

役務取引等収益 3,559 2,702

その他業務収益 2,315 1,568

その他経常収益 292 1,788

経常費用 21,701 26,517

資金調達費用 4,651 4,893

（うち預金利息） 3,433 4,057

役務取引等費用 2,124 2,444

その他業務費用 45 917

営業経費 12,200 12,859

その他経常費用 2,680 5,402

経常利益 5,314 1,052

特別利益 557 773

特別損失 11 250

税引前中間純利益 5,860 1,575

法人税、住民税及び事業税 △175 △130

法人税等調整額 2,557 1,229

法人税等合計 － 1,099

中間純利益 3,478 475
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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19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 44,575 44,575

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 44,575 44,575

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,974 3,974

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 3,974 3,974

その他資本剰余金   

前期末残高 2 1

当中間期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 2 1

資本剰余金合計   

前期末残高 3,976 3,976

当中間期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 3,976 3,976

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,865 2,336

当中間期変動額   

剰余金の配当 235 235

当中間期変動額合計 235 235

当中間期末残高 2,101 2,572

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 38,676 38,092

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,414 △1,414

中間純利益 3,478 475

当中間期変動額合計 2,063 △938

当中間期末残高 40,740 37,154
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 40,541 40,429

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,178 △1,178

中間純利益 3,478 475

当中間期変動額合計 2,299 △702

当中間期末残高 42,841 39,726

自己株式   

前期末残高 △79 △86

当中間期変動額   

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

当中間期変動額合計 △6 △4

当中間期末残高 △85 △91

株主資本合計   

前期末残高 89,013 88,894

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,178 △1,178

中間純利益 3,478 475

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

当中間期変動額合計 2,293 △707

当中間期末残高 91,307 88,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,084 1,599

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）

△4,390 △9,749

当中間期変動額合計 △4,390 △9,749

当中間期末残高 5,694 △8,149

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,084 1,599

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）

△4,390 △9,749

当中間期変動額合計 △4,390 △9,749

当中間期末残高 5,694 △8,149
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 99,098 90,494

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,178 △1,178

中間純利益 3,478 475

自己株式の取得 △6 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,390 △9,749

当中間期変動額合計 △2,096 △10,457

当中間期末残高 97,001 80,037
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