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(百万円未満、小数点第１位未満は切捨て)

１．平成30年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(1)連結経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期中間期 6,592 0.5        1,219 △5.1      918 △2.2      

29年3月期中間期 6,555 0.5        1,286 △14.2     939 △9.8      

（注）包括利益　　　　30年3月期中間期　554百万円（△19.2％）　　29年3月期中間期　686百万円（324.4％）

円 銭 円 銭

30年3月期中間期 270 62 －         

29年3月期中間期 276 83 －         

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％

30年3月期中間期 686,701 42,216 6.1        

29年3月期 687,800 41,747 6.0        

（参考） 自己資本　　　30年3月期中間期　42,190百万円　　　　29年3月期　41,720百万円

（注）「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計－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。

２．配当の状況

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

29年3月期 －         25.00      －         25.00      50.00      

30年3月期 －         25.00      

30年3月期（予想） － 25.00      50.00      

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
(％表示は、対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

1,600 △28.2     1,100 △31.1     324 15

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
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※　注記事項

（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

　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

（3）発行済株式数（普通株式）

　① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期中間期

　② 期末自己株式数

　③ 期中平均株式数（中間期）

（個別業績の概要）

１．平成30年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）
(1)個別経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

30年3月期中間期

29年3月期中間期

(2)個別財政状態

30年3月期中間期

29年3月期

（参考） 自己資本　　　30年3月期中間期　42,023百万円　　　　29年3月期　41,529百万円

（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。

　　　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。

２．平成30年3月期の個別業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
(％表示は、対前期増減率)

※中間決算短信は中間監査の対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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1. 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、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

2. 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。
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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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当中間連結会計期間（平成29年４月1日～平成29年９月30日）における我が国経済は、企業の経常利益が

過去最高水準で推移するなど、企業収益が好調な中、全体的に緩やかな回復基調を続けています。また、

個人消費は、雇用・所得環境の持ち直しなどを背景に緩やかに回復傾向にあります。

沖縄県経済についてみると、県内人口の増加や好調な観光需要、雇用・所得環境の改善などを背景に、

景気は全体として拡大しています。需要の面では、個人消費・公共投資・住宅建設が堅調に推移していま

す。また、雇用・所得情勢は一段と改善がみられ、県内景気は、引き続き拡大する可能性が高いとみられ

ています。

このような環境の中、当行は、これまで以上にお客さま支援に重点を置いたビジネスモデルへの変革に

より、「お客さまの成長・発展」と「当行の安定した経営基盤の確立」という『共通価値の創造』を目指

しています。

その結果、当中間連結会計期間の経営成績は次のとおりとなりました。

経常収益は、貸出金利息の増加などにより、前年同期比36百万円増加の65億92百万円となりました。一

方、経常費用は、役務取引等費用や営業経費が増加したことなどにより、前年同期比１億２百万円増加の

53億72百万円となりました。

結果、経常利益は、前年同期比66百万円減少の12億19百万円となりました。親会社に帰属する中間純利

益は、前年同期比21百万円減少の９億18百万円となりました。

当中間連結会計期間末の連結財政状態について、総資産は前連結会計年度末比10億98百万円減少の6,867

億１百万円、純資産は前連結会計年度末比４億69百万円増加の422億16百万円となりました。

主要勘定としては、預金は、個人預金、法人預金は増加しましたが、公金預金が減少したことにより前

連結会計年度末比21億54百万円減少の6,386億98百万円となりました。

貸出金は、不動産業や小売業などの事業性貸出が増加したほか、消費者ローンも好調に推移したことな

どから、前連結会計年度末比41億51百万円増加の4,741億15百万円となりました。

有価証券は、債券の償還などにより減少したことから、前連結会計年度末比103億４百万円減少の1,459

億34百万円となりました。

平成30年３月期通期の連結業績予想については、当第２四半期（中間期）の実績等を踏まえて、平成29

年５月11日に公表した数値を、経常利益16億円（前回公表数値比＋６億円）、親会社株主に帰属する当期

純利益11億円（前回公表数値比＋４億円）に修正いたします。また、単体の通期業績予想は、経常利益16

億円（前回公表数値比＋６億円）、当期純利益11億円（前回公表数値比＋４億円）に修正いたします。

 ２
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度 当中間連結会計期間

（平成29年３月31日） （平成29年９月30日）

資産の部

現金預け金 46,814                  51,106                  

コールローン及び買入手形 388                     364                     

有価証券 156,239                 145,934                 

貸出金 469,963                 474,115                 

外国為替 1,429                   781                     

その他資産 4,060                   4,249                   

有形固定資産 10,132                  10,102                  

無形固定資産 747                     847                     

退職給付に係る資産 －                      282                     

繰延税金資産 2                       2                       

支払承諾見返 669                     1,232                   

貸倒引当金 △2,646                 △2,317                 

資産の部合計 687,800                 686,701                 

負債の部

預金 640,852                 638,698                 

借用金 100                     －                      

その他負債 2,138                   2,179                   

賞与引当金 488                     496                     

退職給付に係る負債 454                     679                     

役員退職慰労引当金 154                     131                     

睡眠預金払戻損失引当金 50                      29                      

利息返還損失引当金 12                      12                      

偶発損失引当金 59                      48                      

繰延税金負債 1,072                   976                     

支払承諾 669                     1,232                   

負債の部合計 646,053                 644,485                 

純資産の部

資本金 4,537                   4,537                   

資本剰余金 3,219                   3,219                   

利益剰余金 28,981                  29,815                  

自己株式 △23                    △23                    

株主資本合計 36,714                  37,548                  

その他有価証券評価差額金 4,859                   4,518                   

退職給付に係る調整累計額 146                     123                     

その他の包括利益累計額合計 5,005                   4,641                   

非支配株主持分 26                      26                      

純資産の部合計 41,747                  42,216                  

負債及び純資産の部合計 687,800                 686,701                 

 ３
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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 当中間連結会計期間

（自　平成28年４月１日　 （自　平成29年４月１日　

　至　平成28年９月30日） 　至　平成29年９月30日）

経常収益 6,555                   6,592                   

資金運用収益 5,331                   5,291                   

　　（うち貸出金利息） 4,680                   4,713                   

　　（うち有価証券利息配当金） 635                     560                     

役務取引等収益 653                     664                     

その他業務収益 206                     203                     

その他経常収益 364                     432                     

経常費用 5,269                   5,372                   

資金調達費用 278                     178                     

　　（うち預金利息） 277                     189                     

役務取引等費用 530                     604                     

その他業務費用 8                       2                       

営業経費 4,381                   4,478                   

その他経常費用 71                      108                     

経常利益 1,286                   1,219                   

特別損失 0                       26                      

固定資産処分損 0                       8                       

減損損失 －                      18                      

税金等調整前中間純利益 1,285                   1,193                   

法人税、住民税及び事業税 215                     223                     

法人税等調整額 131                     52                      

法人税等合計 346                     275                     

中間純利益 939                     918                     

△0                     0                       

親会社株主に帰属する中間純利益 939                     918                     

非支配株主に帰属する中間純利益又は
非支配株主に帰属する中間純損失（△）

 ４
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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 当中間連結会計期間

（自　平成28年４月１日　 （自　平成29年４月１日　

　至　平成28年９月30日） 　至　平成29年９月30日）

中間純利益 939                     918                     

その他の包括利益 △252                   △364                   

その他有価証券評価差額金 △237                   △341                   

退職給付に係る調整額 △15                    △23                    

中間包括利益 686                     554                     

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 686                     554                     

非支配株主に係る中間包括利益 △0                     0                       

 ５
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（自　平成28年４月１日　　至　平成28年９月30日）
（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
 株主資本

合計

当期首残高 4,537        3,219        27,570       △22         35,304       

当中間期変動額

△101        △101        

939          939          

△0          △0          

当中間期変動額合計 －           －           837          △0          837          

当中間期末残高 4,537        3,219        28,407       △22         36,141       

その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益類累計額

合計

当期首残高 4,955        112          5,067        21           40,393       

当中間期変動額

△101        

939          

△0          

△237        △15         △252        △0          △253        

当中間期変動額合計 △237        △15         △252        △0          584          

当中間期末残高 4,717        96           4,814        20           40,977       

自己株式の取得

株主資本

剰余金の配当

親会社株主に帰属する中間
純利益

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

純資産合計

その他の包括利益累計額

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

剰余金の配当

親会社株主に帰属する中間
純利益

非支配株主持分

 ６
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　当中間連結会計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年９月30日）
（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
 株主資本

合計

当期首残高 4,537        3,219        28,981       △23         36,714       

当中間期変動額

△84         △84         

918          918          

当中間期変動額合計 －           －           833          －           833          

当中間期末残高 4,537        3,219        29,815       △23         37,548       

その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益類累計額

合計

当期首残高 4,859        146          5,005        26           41,747       

当中間期変動額

△84         

918          

△341        △23         △364        0            △363        

当中間期変動額合計 △341        △23         △364        0            469          

当中間期末残高 4,518        123          4,641        26           42,216       

（４）継続企業の前提に関する注記

剰余金の配当

親会社株主に帰属する中間
純利益

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

株主資本

剰余金の配当

親会社株主に帰属する中間
純利益

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計

該当事項はありません。

 ７
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３．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表
（単位：百万円）

前事業年度 当中間会計期間

（平成29年３月31日） （平成29年９月30日）

資産の部

現金預け金 46,814                  51,106                  

コールローン 388                     364                     

有価証券 156,323                 146,018                 

貸出金 469,963                 474,115                 

外国為替 1,429                   781                     

その他資産 3,954                   4,236                   

　　その他の資産 3,954                   4,236                   

有形固定資産 10,130                  10,101                  

無形固定資産 745                     845                     

前払年金費用 －                      14                      

支払承諾見返 669                     1,232                   

貸倒引当金 △2,646                 △2,317                 

資産の部合計 687,772                 686,500                 

負債の部

預金 640,941                 638,842                 

借用金 100                     －                      

その他負債 2,110                   2,188                   

　　未払法人税等 74                      241                     

　　リース債務 763                     731                     

　　資産除去債務 61                      63                      

　　その他の負債 1,212                   1,151                   

賞与引当金 483                     492                     

退職給付引当金 662                     587                     

役員退職慰労引当金 153                     131                     

睡眠預金払戻損失引当金 50                      29                      

偶発損失引当金 59                      48                      

繰延税金負債 1,010                   924                     

支払承諾 669                     1,232                   

負債の部合計 646,242                 644,477                 

純資産の部

資本金 4,537                   4,537                   

資本剰余金 3,219                   3,219                   

　　資本準備金 3,219                   3,219                   

利益剰余金 28,936                  29,771                  

　　利益準備金 4,537                   4,537                   

　　その他利益剰余金 24,398                  25,233                  

　　　　別途積立金 22,195                  23,595                  

　　　　事務機械化準備金 400                     400                     

　　　　圧縮記帳積立金 27                      27                      

　　　　繰越利益剰余金 1,775                   1,210                   

自己株式 △23                    △23                    

株主資本合計 36,670                  37,504                  

その他有価証券評価差額金 4,859                   4,518                   

評価・換算差額等合計 4,859                   4,518                   

純資産の部合計 41,529                  42,023                  

負債及び純資産の部合計 687,772                 686,500                 

 ８
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（２）中間損益計算書
（単位：百万円）

前中間会計期間 当中間会計期間

（自　平成28年４月１日　 （自　平成29年４月１日　

　至　平成28年９月30日） 　至　平成29年９月30日）

経常収益 6,531                   6,569                   

資金運用収益 5,331                   5,291                   

　　（うち貸出金利息） 4,680                   4,713                   

　　（うち有価証券利息配当金） 635                     560                     

役務取引等収益 625                     638                     

その他業務収益 206                     203                     

その他経常収益 368                     436                     

経常費用 5,243                   5,349                   

資金調達費用 278                     178                     

　　（うち預金利息） 277                     189                     

役務取引等費用 529                     602                     

その他業務費用 8                       2                       

営業経費 4,380                   4,479                   

その他経常費用 46                      86                      

経常利益 1,288                   1,219                   

特別損失 0                       26                      

税引前中間純利益 1,288                   1,193                   

法人税、住民税及び事業税 215                     223                     

法人税等調整額 131                     51                      

法人税等合計 347                     274                     

中間純利益 941                     919                     

 ９
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（３）中間株主資本等変動計算書

　前中間会計期間（自　平成28年４月１日　　至　平成28年９月30日）

（単位：百万円）

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

別途
積立金

事務
機械化
準備金

圧縮
記帳
積立金

繰越
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

当期首残高 4,537    3,219    3,219    4,537    21,195   400      28       1,385    27,547   

当中間期変動額

△101    △101    

1,000    △1,000  －       

△0      0       －       

941      941      

当中間期変動額合計 －       －       －       －       1,000    －       △0      △160    839      

当中間期末残高 4,537    3,219    3,219    4,537    22,195   400      28       1,225    28,386   

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価
証券
評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計

純資産
合計

当期首残高 △22     35,281   4,955    4,955    40,237   

当中間期変動額

△101    △101    

－       －       

－       －       

941      941      

△0      △0      △0      

△237    △237    △237    

当中間期変動額合計 △0      838      △237    △237    601      

当中間期末残高 △22     36,120   4,717    4,717    40,838   

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

圧縮記帳積立金の取崩

中間純利益

自己株式の取得

株主資本

剰余金の配当

別途積立金の積立

中間純利益

自己株式の取得

圧縮記帳積立金の取崩

株主資本

剰余金の配当

別途積立金の積立

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
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　当中間会計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年９月30日）

（単位：百万円）

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

別途
積立金

事務
機械化
準備金

圧縮
記帳
積立金

繰越
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

当期首残高 4,537    3,219    3,219    4,537    22,195   400      27       1,775    28,936   

当中間期変動額

△84     △84     

1,400    △1,400  －       

△0      0       －       

919      919      

当中間期変動額合計 －       －       －       －       1,400    －       △0      △565    834      

当中間期末残高 4,537    3,219    3,219    4,537    23,595   400      27       1,210    29,771   

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価
証券
評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計

純資産
合計

当期首残高 △23     36,670   4,859    4,859    41,529   

当中間期変動額

△84     △84     

－       －       

－       －       

919      919      

△341    △341    △341    

当中間期変動額合計 －       834      △341    △341    493      

当中間期末残高 △23     37,504   4,518    4,518    42,023   

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

圧縮記帳積立金の取崩

中間純利益

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

剰余金の配当

別途積立金の積立

圧縮記帳積立金の取崩

中間純利益

剰余金の配当

別途積立金の積立

株主資本 評価・換算差額等

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
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