
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月21日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 池田銀行 上場取引所 東 大 

コード番号 8375 URL http://www.ikedabank.co.jp
代表者 （役職名） 取締役頭取 （氏名） 服部 盛隆

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員企画部長 （氏名） 南地 伸昭 TEL 072-751-3526
四半期報告書提出予定日 平成21年7月31日 特定取引勘定設置の有無 無

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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）を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

経常収益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 17,039 △19.2 4,109 230.8 4,558 127.2
21年3月期第1四半期 21,081 ― 1,242 ― 2,006 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 176.06 169.46
21年3月期第1四半期 77.50 74.78

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 2,600,521 63,334 2.4 289.99
21年3月期 2,550,017 57,589 2.2 65.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  62,507百万円 21年3月期  56,708百万円

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  

 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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

32,000 △20.6 4,500 ― 4,500 ― 173.81

通期 66,000 △20.7 10,000 ― 10,000 ― 291.46
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 25,927,437株 21年3月期  25,927,437株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  37,695株 21年3月期  37,095株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 25,890,016株 21年3月期第1四半期 25,893,505株
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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す。 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

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

  第一種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年３月期 ― ― ― 0 00 0 00

22年３月期 ― ――― ―――  ―――   ―――

22年３月期(予想) ――― ― ― 196 00 196 00

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

  第二種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年３月期 ――― ――― ――― ― ―

22年３月期 ― ――― ――― ――― ―――

22年３月期(予想) ――― ― ― 204 50 204 50
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当第１四半期の経常収益は、資金運用収益や有価証券売却益などの減少を中心に前年同期比40億42百万

円の減少となりました。また、経常費用も、資金調達費用や経費などの減少を中心に前年同期比69億10百

万円の減少となりました。以上の結果、経常利益は、前年同期比28億67百万円増加し41億９百万円となり

ました。また、四半期純利益は、前年同期比25億52百万円増加し、45億58百万円となりました。 

  

（1）預金  

 預金の当四半期連結会計期間末残高は、銀行業務において個人預金を中心に前年同期比384億円増加

し、２兆2,991億円となりました。  

（2）貸出金  

 貸出金の当四半期連結会計期間末残高は、銀行業務において事業者等向け貸出、住宅ローンを中心に前

年同期比78億円増加して、１兆6,146億円となりました。  

（3）有価証券  

 有価証券の当四半期連結会計期間末残高は、効率的な運用を心掛け、前年同期比368億円減少して、

7,026億円となりました。  

（4）預かり資産  

 株式相場の下落を受け、投資信託の時価が下落したことにより、投資信託の残高は年間356億円減少し

ましたが、個人年金保険の販売が好調で、個人年金保険等の販売累計額は年間427億円増加し、預かり資

産の残高は3,585億円となりました。  

  

  

平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  
  

  

該当ありません。 

  

  

簡便な会計処理 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、経営環境等並びに一時差異等の発生状況につい

て前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来

の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用しております。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当ありません。 

  

  

該当ありません。 

  

・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

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

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 62,094 71,048

コールローン及び買入手形 85,000 30,000

買入金銭債権 1,173 1,350

商品有価証券 318 514

金銭の信託 19,054 19,000

有価証券 702,623 647,108

貸出金 1,614,682 1,657,259

外国為替 2,455 1,316

その他資産 58,052 65,852

有形固定資産 23,434 23,788

無形固定資産 3,361 3,576

繰延税金資産 23,145 22,716

支払承諾見返 23,852 24,885

貸倒引当金 △18,727 △18,397

資産の部合計 2,600,521 2,550,017

負債の部   

預金 2,299,168 2,248,784

債券貸借取引受入担保金 120,306 107,039

借用金 20,373 21,017

外国為替 70 80

社債 40,000 40,000

新株予約権付社債 5,342 5,342

その他負債 27,146 44,256

退職給付引当金 414 420

役員退職慰労引当金 295 284

睡眠預金払戻損失引当金 48 48

偶発損失引当金 167 266

負ののれん 1 2

支払承諾 23,852 24,885

負債の部合計 2,537,187 2,492,428

純資産の部   

資本金 76,865 76,865

資本剰余金 22,771 22,771

利益剰余金 △32,536 △37,094

自己株式 △199 △196

株主資本合計 66,901 62,345

その他有価証券評価差額金 △4,391 △5,636

繰延ヘッジ損益 △2 △0

評価・換算差額等合計 △4,393 △5,637

少数株主持分 826 880

純資産の部合計 63,334 57,589

負債及び純資産の部合計 2,600,521 2,550,017
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 (2)【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

経常収益 21,081 17,039

資金運用収益 11,646 10,339

（うち貸出金利息） 7,825 7,465

（うち有価証券利息配当金） 3,678 2,856

役務取引等収益 2,035 2,083

その他業務収益 1,691 1,127

その他経常収益 5,707 3,489

経常費用 19,839 12,929

資金調達費用 3,607 2,317

（うち預金利息） 2,067 1,774

役務取引等費用 823 787

その他業務費用 1,452 155

営業経費 7,139 6,454

その他経常費用 6,816 3,215

経常利益 1,242 4,109

特別利益 825 61

貸倒引当金戻入益 646 －

償却債権取立益 178 61

特別損失 20 0

固定資産処分損 20 0

税金等調整前四半期純利益 2,047 4,171

法人税、住民税及び事業税 101 105

法人税等調整額 △49 △433

法人税等合計  △327

少数株主損失（△） △11 △59

四半期純利益 2,006 4,558
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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