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1. 平成29年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成28年4月1日～平成28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 ％

29年3月期中間期 72,105 2.5 21,887 △12.7 17,511 4.7
28年3月期中間期 70,357 6.4 25,076 19.0 16,727 18.6

（注）包括利益 29年3月期中間期 3,848百万円 （―％） 28年3月期中間期 △1,010百万円 （―％）

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

29年3月期中間期 39.30 39.24
28年3月期中間期 37.15 37.10

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期中間期 7,706,560 507,369 6.5
28年3月期 7,631,510 507,727 6.6
（参考）自己資本 29年3月期中間期 501,273百万円 28年3月期 501,785百万円

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

28年3月期 ― 5.50 ― 6.50 12.00
29年3月期 ― 6.00
29年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29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 35,000 △19.8 26,000 △9.1 58.54



(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） 29年3月期中間期 470,888,177 株 28年3月期 470,888,177 株
② 期末自己株式数 29年3月期中間期 28,279,499 株 28年3月期 25,427,170 株
③ 期中平均株式数（中間期） 29年3月期中間期 445,601,198 株 28年3月期中間期 450,205,953 株

（個別業績の概要）

1. 平成29年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成28年4月1日～平成28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。
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）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期中間期 59,972 1.8 20,997 △9.5 17,063 8.7
28年3月期中間期 58,912 6.6 23,207 21.4 15,694 17.2

1株当たり中間純利益
円 銭

29年3月期中間期 38.29
28年3月期中間期 34.86

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期中間期 7,690,401 496,942 6.5
28年3月期 7,612,122 498,489 6.5
（参考）自己資本 29年3月期中間期 496,529百万円 28年3月期 498,112百万円

2. 平成29年3月期の個別業績予想（平成28年4月1日～平成29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

中間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査手続は実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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、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。
・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、

当行としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。

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 ％ 円 銭

通期 33,000 △17.0 25,000 △6.1 56.29
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１．当中間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 

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、株式等売却益の増加などから前年同期比 17 億 47 百万円増加し 721 億 5

百万円となりました。経常費用は、貸倒引当金繰入額の増加などから前年同期比 49 億

36 百万円増加し 502 億 17 百万円となりました。 

これらの結果、経常利益は、前年同期比 31 億 89 百万円減少し 218 億 87 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、繰延税金資産の再計上を主因に

前年同期比 7 億 84 百万円増加し 175 億 11 百万円となりました。 

（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財政状態は、次のとおりとなりました。 

総資産は期中 750 億円増加し 7 兆 7,065 億円となり、負債は期中 754 億円増加し 7

兆 1,991 億円となりました。また、純資産は期中 3 億円減少し 5,073 億円となりました。

主要勘定につきましては、貸出金は期中 500 億円増加し 5 兆 604 億円となりました。

有価証券は期中 555 億円減少し 2 兆 777 億円となりました。譲渡性預金を含む預金等は

期中 540 億円増加し 6 兆 4,751 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 29 年 3 月期の業績予想（年間）につきましては、当中間期の実績等を踏まえ、

以下のとおり修正しております。 

(単位：億円)  

連結業績予想 単体業績予想 

前回公表値 今回公表値 増減 前回公表値 今回公表値 増減 

(コ ア 業 務 純 益) ―  ― ― 300 305 5

経 常 利 益 345 350 5 320 330 10

当 期 純 利 益 250 260 10 240 250 10

※連結当期純利益は、親会社株主に帰属するものです。

※現時点で入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、経済情勢や株価水準など

様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当中間期における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 

平成 28 年 3 月 28 日）を当中間連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

現金預け金 335,643 407,517

買入金銭債権 11,564 10,988

商品有価証券 1,039 490

金銭の信託 4,967 4,390

有価証券 2,133,238 2,077,738

貸出金 5,010,417 5,060,482

外国為替 3,196 6,581

リース債権及びリース投資資産 43,898 44,855

その他資産 32,852 39,599

有形固定資産 67,732 68,551

無形固定資産 8,623 8,815

繰延税金資産 1,416 1,614

支払承諾見返 15,870 13,670

貸倒引当金 △38,951 △38,737

資産の部合計 7,631,510 7,706,560

負債の部

預金 6,284,836 6,194,813

譲渡性預金 136,209 280,306

コールマネー及び売渡手形 29,296 30,336

債券貸借取引受入担保金 270,574 294,083

借用金 257,764 263,970

外国為替 292 284

新株予約権付社債 22,536 20,224

その他負債 45,002 49,889

役員賞与引当金 62 31

退職給付に係る負債 17,890 17,609

役員退職慰労引当金 571 545

睡眠預金払戻損失引当金 1,070 1,035

ポイント引当金 151 143

偶発損失引当金 1,008 1,021

繰延税金負債 32,564 23,144

再評価に係る繰延税金負債 8,081 8,081

支払承諾 15,870 13,670

負債の部合計 7,123,782 7,199,190
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

資本金 48,652 48,652

資本剰余金 29,140 29,140

利益剰余金 326,122 340,710

自己株式 △17,296 △18,604

株主資本合計 386,619 399,899

その他有価証券評価差額金 112,745 98,298

繰延ヘッジ損益 △134 △105

土地再評価差額金 14,287 14,287

為替換算調整勘定 463 △226

退職給付に係る調整累計額 △12,196 △10,879

その他の包括利益累計額合計 115,165 101,373

新株予約権 377 413

非支配株主持分 5,564 5,682

純資産の部合計 507,727 507,369

負債及び純資産の部合計 7,631,510 7,706,560
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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27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

経常収益 70,357 72,105

資金運用収益 43,150 42,409

（うち貸出金利息） 29,300 28,551

（うち有価証券利息配当金） 13,317 13,419

役務取引等収益 9,412 9,315

その他業務収益 11,633 12,982

その他経常収益 6,161 7,397

経常費用 45,281 50,217

資金調達費用 2,129 2,448

（うち預金利息） 1,170 805

役務取引等費用 3,560 3,733

その他業務費用 9,607 10,421

営業経費 29,365 31,180

その他経常費用 617 2,433

経常利益 25,076 21,887

特別利益 2 -

固定資産処分益 2 -

特別損失 73 176

固定資産処分損 62 124

減損損失 10 52

税金等調整前中間純利益 25,005 21,710

法人税、住民税及び事業税 6,932 7,928

法人税等調整額 1,135 △3,848

法人税等合計 8,068 4,080

中間純利益 16,937 17,630

非支配株主に帰属する中間純利益 210 119

親会社株主に帰属する中間純利益 16,727 17,511
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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
(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

中間純利益 16,937 17,630

その他の包括利益 △17,948 △13,782

その他有価証券評価差額金 △18,129 △14,423

繰延ヘッジ損益 △62 28

為替換算調整勘定 73 △690

退職給付に係る調整額 145 1,316

持分法適用会社に対する持分相当額 23 △14

中間包括利益 △1,010 3,848

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △1,216 3,719

非支配株主に係る中間包括利益 205 128
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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27年４月１日 至 平成27年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

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 48,652 29,140 302,852 △12,251 368,394

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,936 △2,936

親会社株主に帰属す

る中間純利益
16,727 16,727

自己株式の取得 △2,514 △2,514

自己株式の処分 △35 263 228

土地再評価差額金の

取崩
67 67

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 - - 13,822 △2,250 11,571

当中間期末残高 48,652 29,140 316,675 △14,502 379,965

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 136,783 △9 13,960 461 △1,429 149,766 316 5,058 523,535

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,936

親会社株主に帰属す

る中間純利益
16,727

自己株式の取得 △2,514

自己株式の処分 228

土地再評価差額金の

取崩
67

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△18,100 △62 △67 73 145 △18,010 60 194 △17,754

当中間期変動額合計 △18,100 △62 △67 73 145 △18,010 60 194 △6,183

当中間期末残高 118,682 △71 13,893 535 △1,284 131,756 377 5,253 517,352

決算短信（宝印刷） 2016年10月31日 09時32分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

㈱群馬銀行(8334) 平成29年3月期 第2四半期決算短信

－7－



当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

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 48,652 29,140 326,122 △17,296 386,619

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,895 △2,895

親会社株主に帰属す

る中間純利益
17,511 17,511

自己株式の取得 △1,785 △1,785

自己株式の処分 △28 477 449

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 - - 14,587 △1,308 13,279

当中間期末残高 48,652 29,140 340,710 △18,604 399,899

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 112,745 △134 14,287 463 △12,196 115,165 377 5,564 507,727

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,895

親会社株主に帰属す

る中間純利益
17,511

自己株式の取得 △1,785

自己株式の処分 449

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△14,446 28 - △690 1,316 △13,792 35 118 △13,637

当中間期変動額合計 △14,446 28 - △690 1,316 △13,792 35 118 △358

当中間期末残高 98,298 △105 14,287 △226 △10,879 101,373 413 5,682 507,369
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（4）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

（5）重要な後発事象 

Ａ 無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行 

平成 28 年 9月 28 日開催の取締役会において無担保社債の発行を決議し、平成 28 年 10 月 28 日に払込みが

完了しております。その概要は次のとおりであります。 

(a) 社債の名称 

      株式会社群馬銀行第 1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) 

(b) 発行価格 

  各社債の金額 100 円につき金 100 円 

(c) 発行価額の総額 

     金 100 億円 

(d) 社債の利率 

① 当初 5年間（平成 33 年 10 月 28 日まで）：年 0.40％  

② 以後 5年間：6ヵ月ユーロ円 LIBOR+0.44％ 

(e) 担保の有無 

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 

(f) 償還期限 

平成 38 年 10 月 28 日 

(g) 調達資金の使途 

一般運転資金 

  

Ｂ 自己株式の取得 

(a) 平成28年8月29日開催の取締役会において自己株式の取得を決議し、次のとおり取得いたしました。 

 

 

 

 

 

 

(b) 平成28年11月7日開催の取締役会において自己株式の取得について、次のとおり決議いたしました。 

 

 

 

 

 

  

 

① 取得した株式の種類 当行普通株式 

② 取得した株式の総数 4,622,300 株 

③ 株式の取得価額の総額 2,199 百万円 

④ 取得期間 平成 28 年 8月 30 日～平成 28 年 10 月 6 日 

① 取得する株式の種類 当行普通株式 

② 取得する株式の総数 5,000,000 株（上限） 

③ 株式の取得価額の総額 2,500 百万円（上限） 

④ 取得期間 平成 28 年 11 月 8 日～平成 28 年 12 月 15 日 
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４．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当中間会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

現金預け金 339,347 411,020

買入金銭債権 11,564 10,988

商品有価証券 1,039 490

金銭の信託 4,967 4,390

有価証券 2,130,024 2,079,105

貸出金 5,047,364 5,100,068

外国為替 3,196 6,581

その他資産 18,532 23,808

その他の資産 18,532 23,808

有形固定資産 65,061 65,707

無形固定資産 8,373 8,607

前払年金費用 1,414 -

支払承諾見返 15,870 13,670

貸倒引当金 △34,634 △34,039

資産の部合計 7,612,122 7,690,401

負債の部

預金 6,293,610 6,202,771

譲渡性預金 152,009 300,906

コールマネー 29,296 30,336

債券貸借取引受入担保金 270,574 294,083

借用金 252,737 259,616

外国為替 292 285

新株予約権付社債 22,536 20,224

その他負債 26,452 31,217

未払法人税等 5,662 7,181

リース債務 1,084 1,022

その他の負債 19,705 23,013

役員賞与引当金 62 31

退職給付引当金 1,408 1,594

役員退職慰労引当金 557 526

睡眠預金払戻損失引当金 1,070 1,035

ポイント引当金 151 143

偶発損失引当金 1,008 1,021

繰延税金負債 37,911 27,912

再評価に係る繰延税金負債 8,081 8,081

支払承諾 15,870 13,670

負債の部合計 7,113,632 7,193,458
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当中間会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

資本金 48,652 48,652

資本剰余金 29,114 29,114

資本準備金 29,114 29,114

利益剰余金 310,996 325,136

利益準備金 43,548 43,548

その他利益剰余金 267,448 281,588

圧縮記帳積立金 1,063 1,063

別途積立金 227,650 242,650

繰越利益剰余金 38,734 37,875

自己株式 △17,296 △18,604

株主資本合計 371,467 384,299

その他有価証券評価差額金 112,491 98,048

繰延ヘッジ損益 △134 △105

土地再評価差額金 14,287 14,287

評価・換算差額等合計 126,644 112,230

新株予約権 377 413

純資産の部合計 498,489 496,942

負債及び純資産の部合計 7,612,122 7,690,401
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

経常収益 58,912 59,972

資金運用収益 43,212 42,475

（うち貸出金利息） 29,408 28,649

（うち有価証券利息配当金） 13,254 13,369

役務取引等収益 8,523 8,458

その他業務収益 1,017 1,650

その他経常収益 6,158 7,387

経常費用 35,705 38,974

資金調達費用 2,117 2,435

（うち預金利息） 1,170 804

役務取引等費用 3,918 4,097

その他業務費用 12 -

営業経費 29,045 30,730

その他経常費用 612 1,710

経常利益 23,207 20,997

特別利益 2 -

特別損失 73 176

税引前中間純利益 23,136 20,821

法人税、住民税及び事業税 6,381 7,400

法人税等調整額 1,061 △3,643

法人税等合計 7,442 3,757

中間純利益 15,694 17,063
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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27年４月１日 至 平成27年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮記帳

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 48,652 29,114 29,114 43,548 987 217,650 27,536 289,722

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,936 △2,936

別途積立金の積立 10,000 △10,000

中間純利益 15,694 15,694

自己株式の取得

自己株式の処分 △35 △35

土地再評価差額金の

取崩
67 67

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 - - - - - 10,000 2,789 12,789

当中間期末残高 48,652 29,114 29,114 43,548 987 227,650 30,326 302,511

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △12,251 355,237 136,568 △9 13,960 150,520 316 506,074

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,936 △2,936

別途積立金の積立

中間純利益 15,694 15,694

自己株式の取得 △2,514 △2,514 △2,514

自己株式の処分 263 228 228

土地再評価差額金の

取崩
67 67

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△18,118 △62 △67 △18,248 60 △18,187

当中間期変動額合計 △2,250 10,539 △18,118 △62 △67 △18,248 60 △7,648

当中間期末残高 △14,502 365,776 118,449 △71 13,893 132,271 377 498,425
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当中間会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮記帳

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,063 227,650 38,734 310,996

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,895 △2,895

別途積立金の積立 15,000 △15,000

中間純利益 17,063 17,063

自己株式の取得

自己株式の処分 △28 △28

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 - - - - - 15,000 △859 14,140

当中間期末残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,063 242,650 37,875 325,136

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △17,296 371,467 112,491 △134 14,287 126,644 377 498,489

当中間期変動額

剰余金の配当 △2,895 △2,895

別途積立金の積立

中間純利益 17,063 17,063

自己株式の取得 △1,785 △1,785 △1,785

自己株式の処分 477 449 449

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△14,442 28 - △14,414 35 △14,378

当中間期変動額合計 △1,308 12,831 △14,442 28 - △14,414 35 △1,546

当中間期末残高 △18,604 384,299 98,048 △105 14,287 112,230 413 496,942
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