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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（国際統一基準）」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 ％

24年3月期中間期 66,322 △3.8 13,980 △24.0 8,156 △17.2

23年3月期中間期 68,956 △3.3 18,396 25.3 9,852 14.3

（注）包括利益 24年3月期中間期 6,478百万円 （△48.1％） 23年3月期中間期 12,486百万円 （―％）

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 16.87 ―

23年3月期中間期 19.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（国際

統一基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 6,265,436 381,347 5.9 13.93
23年3月期 6,227,645 377,545 5.9 12.83

（参考） 自己資本   24年3月期中間期  372,204百万円 23年3月期  368,936百万円

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

23年3月期 ― 3.50 ― 5.50 9.00
24年3月期 ― 4.50

24年3月期（予想） ― 4.50 9.00

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  ：  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 129,000 △5.1 28,000 △16.8 18,000 4.0 37.23



(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

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 483,888,177 株 23年3月期 483,888,177 株

② 期末自己株式数 24年3月期中間期 380,075 株 23年3月期 371,084 株

③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 483,512,678 株 23年3月期中間期 493,552,686 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１）「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。 
（注２）「単体自己資本比率（国際統一基準）」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 ％

24年3月期中間期 56,263 △4.8 13,003 △24.3 7,874 △23.7

23年3月期中間期 59,069 △1.9 17,183 24.4 10,315 20.9

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 16.29
23年3月期中間期 20.90

総資産 純資産 自己資本比率
単体自己資本比率（国際

統一基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 6,240,296 368,051 5.9 13.47
23年3月期 6,204,593 365,041 5.9 12.42

（参考） 自己資本 24年3月期中間期  368,051百万円 23年3月期  365,041百万円

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、
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 109,000 △6.0 26,000 △15.6 17,500 △1.7 36.19
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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 

連結グループの中心である群馬銀行の単体の損益状況は次のとおりとなりました。 

本業の収益力を表すコア業務粗利益は、前年同期比26億71百万円減少し482億61百万

円となりました。この減少の要因は、貸出金は個人貸出などのリテール貸出を中心に順調に

推移したものの、貸出金利回りが低下し利鞘が縮小したことや、金利リスク削減のために有

価証券の残高を減少させたことなどから資金利益が減少したことなどによります。また、コ

ア業務純益は、経費の増加も加わり、前年同期比29億16百万円減少し178億95百万円と

なりました。 

有価証券関係等損益は、前年同期並みの△11億52百万円となりました。一方、与信費用

は、引続き低水準に推移しましたが、貸倒実績率の上昇などから前年同期比12億29百万円

増加し45億円となりました。 

これらの結果、経常利益は、前年同期比41億79百万円減少し130億3百万円となりまし

た。また、中間純利益は、前年同期比24億41百万円減少し78億74百万円となりました。 

連結ベースの損益状況は、単体とほぼ同様の理由により、経常利益は、前年同期比44億

16百万円減少し139億80百万円となりました。また、中間純利益は、前年同期比16億96

百万円減少し81億56百万円となりました。 

(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につきましては、総資産は期中 377 億円増加し 6 兆

2,654億円となり、負債は期中339億円増加し5兆8,840億円となりました。また、純資産

は期中38億円増加し3,813億円となりました。 

主要勘定につきましては、貸出金は、個人貸出や公共貸出の増加を主因に、期中 1,114

億円増加し 4 兆 306 億円となりました。有価証券は、国債を売却したことなどから、期中

821億円減少し1兆8,402億円となりました。預金は、個人預金や法人預金が増加したもの

の、公金預金が減少したことから、期中11億円減少し5兆5,111億円となりました。なお、

譲渡性預金は、公金預金が増加したことから、期中382億円増加し1,712億円となりました。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の通期の業績予想につきましては、平成23年5月13日公表の数値から

変更ありません。 

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 

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。 

(3) 追加情報 

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第24号平成21年12月4日）を適用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14

号）に基づき、当中間連結会計期間の「償却債権取立益」は、「その他経常収益」に計上し

ておりますが、前中間連結会計期間については遡及処理を行っておりません。 
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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 175,174 225,469

コールローン及び買入手形 47,002 27,411

買入金銭債権 9,970 10,071

商品有価証券 2,929 1,888

金銭の信託 3,929 3,892

有価証券 1,922,490 1,840,297

貸出金 3,919,180 4,030,624

外国為替 4,097 3,501

リース債権及びリース投資資産 36,692 35,191

その他資産 71,422 56,088

有形固定資産 65,500 65,298

無形固定資産 8,893 8,649

繰延税金資産 2,948 2,490

支払承諾見返 16,874 15,501

貸倒引当金 △59,461 △60,941

資産の部合計 6,227,645 6,265,436

負債の部   

預金 5,512,241 5,511,114

譲渡性預金 132,998 171,222

コールマネー及び売渡手形 2,383 4,362

債券貸借取引受入担保金 103,875 101,870

借用金 5,551 8,048

外国為替 622 663

その他負債 49,852 48,250

役員賞与引当金 69 34

退職給付引当金 2,329 2,362

役員退職慰労引当金 2,107 1,991

睡眠預金払戻損失引当金 1,139 1,110

ポイント引当金 121 155

偶発損失引当金 488 558

繰延税金負債 8,197 5,593

再評価に係る繰延税金負債 11,248 11,248

支払承諾 16,874 15,501

負債の部合計 5,850,100 5,884,088
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(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) 

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 247,262 252,759

自己株式 △165 △169

株主資本合計 324,890 330,383

その他有価証券評価差額金 32,717 30,490

繰延ヘッジ損益 △38 △17

土地再評価差額金 12,466 12,466

為替換算調整勘定 △1,099 △1,117

その他の包括利益累計額合計 44,045 41,821

少数株主持分 8,609 9,142

純資産の部合計 377,545 381,347

負債及び純資産の部合計 6,227,645 6,265,436
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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 68,956 66,322

資金運用収益 48,071 45,457

（うち貸出金利息） 34,581 33,071

（うち有価証券利息配当金） 13,087 11,690

役務取引等収益 8,320 8,320

その他業務収益 10,933 10,131

その他経常収益 1,630 2,412

経常費用 50,559 52,342

資金調達費用 3,057 2,144

（うち預金利息） 2,615 1,651

役務取引等費用 2,456 2,690

その他業務費用 8,739 8,919

営業経費 30,644 30,657

その他経常費用 5,661 7,929

経常利益 18,396 13,980

特別利益 11 －

固定資産処分益 4 －

償却債権取立益 6 －

特別損失 185 80

固定資産処分損 167 80

減損損失 17 －

税金等調整前中間純利益 18,222 13,899

法人税、住民税及び事業税 7,347 5,925

法人税等調整額 2 △739

法人税等合計 7,349 5,185

少数株主損益調整前中間純利益 10,872 8,713

少数株主利益 1,020 557

中間純利益 9,852 8,156
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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 10,872 8,713

その他の包括利益 1,613 △2,235

その他有価証券評価差額金 1,690 △2,238

繰延ヘッジ損益 △0 20

為替換算調整勘定 △87 △18

持分法適用会社に対する持分相当額 9 0

中間包括利益 12,486 6,478

親会社株主に係る中間包括利益 11,465 5,931

少数株主に係る中間包括利益 1,020 546
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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 48,652 48,652

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 48,652 48,652

資本剰余金   

当期首残高 29,140 29,140

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,140 29,140

利益剰余金   

当期首残高 238,538 247,262

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

中間純利益 9,852 8,156

自己株式の処分 △2 △0

土地再評価差額金の取崩 6 －

当中間期変動額合計 7,881 5,496

当中間期末残高 246,420 252,759

自己株式   

当期首残高 △777 △165

当中間期変動額   

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 14 1

当中間期変動額合計 △10 △3

当中間期末残高 △787 △169

株主資本合計   

当期首残高 315,554 324,890

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

中間純利益 9,852 8,156

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 6 －

当中間期変動額合計 7,871 5,493

当中間期末残高 323,425 330,383
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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 41,489 32,717

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）

1,686 △2,227

当中間期変動額合計 1,686 △2,227

当中間期末残高 43,176 30,490

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △56 △38

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）

△0 20

当中間期変動額合計 △0 20

当中間期末残高 △56 △17

土地再評価差額金   

当期首残高 12,473 12,466

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）

△6 －

当中間期変動額合計 △6 －

当中間期末残高 12,467 12,466

為替換算調整勘定   

当期首残高 △844 △1,099

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）

△87 △18

当中間期変動額合計 △87 △18

当中間期末残高 △931 △1,117

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 53,063 44,045

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）

1,592 △2,224

当中間期変動額合計 1,592 △2,224

当中間期末残高 54,656 41,821

少数株主持分   

当期首残高 6,960 8,609

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）

1,007 533

当中間期変動額合計 1,007 533

当中間期末残高 7,967 9,142
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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) 

純資産合計   

当期首残高 375,578 377,545

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

中間純利益 9,852 8,156

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 6 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

2,599 △1,691

当中間期変動額合計 10,471 3,802

当中間期末残高 386,049 381,347
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　 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）

　　 　該当事項はありません。
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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 175,753 225,994

コールローン 47,002 27,411

買入金銭債権 9,970 10,071

商品有価証券 2,929 1,888

金銭の信託 3,929 3,892

有価証券 1,906,169 1,823,613

貸出金 3,953,457 4,061,653

外国為替 4,098 3,502

その他資産 64,175 48,392

有形固定資産 63,465 63,363

無形固定資産 8,656 8,502

支払承諾見返 16,874 15,501

貸倒引当金 △51,889 △53,490

資産の部合計 6,204,593 6,240,296

負債の部   

預金 5,518,385 5,515,620

譲渡性預金 133,098 171,322

コールマネー 2,383 4,362

債券貸借取引受入担保金 103,875 101,870

借用金 3,409 6,168

外国為替 623 664

その他負債 35,553 34,026

未払法人税等 5,696 6,491

リース債務 1,989 2,029

その他の負債 27,866 25,505

役員賞与引当金 69 34

退職給付引当金 2,022 2,054

役員退職慰労引当金 2,081 1,970

睡眠預金払戻損失引当金 1,139 1,110

ポイント引当金 121 155

偶発損失引当金 488 558

繰延税金負債 8,178 5,576

再評価に係る繰延税金負債 11,248 11,248

支払承諾 16,874 15,501

負債の部合計 5,839,552 5,872,244
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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 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 242,300 247,514

利益準備金 43,548 43,548

その他利益剰余金 198,752 203,966

圧縮記帳積立金 882 882

別途積立金 178,650 186,650

繰越利益剰余金 19,219 16,434

自己株式 △165 △169

株主資本合計 319,901 325,112

その他有価証券評価差額金 32,711 30,490

繰延ヘッジ損益 △38 △17

土地再評価差額金 12,466 12,466

評価・換算差額等合計 45,139 42,938

純資産の部合計 365,041 368,051

負債及び純資産の部合計 6,204,593 6,240,296
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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 59,069 56,263

資金運用収益 48,777 45,585

（うち貸出金利息） 34,830 33,272

（うち有価証券利息配当金） 13,542 11,616

役務取引等収益 7,521 7,495

その他業務収益 1,193 796

その他経常収益 1,577 2,386

経常費用 41,886 43,259

資金調達費用 3,043 2,133

（うち預金利息） 2,616 1,652

役務取引等費用 2,777 2,981

その他業務費用 － 455

営業経費 30,337 30,606

その他経常費用 5,729 7,082

経常利益 17,183 13,003

特別利益 8 －

特別損失 182 80

税引前中間純利益 17,009 12,922

法人税、住民税及び事業税 6,932 6,256

法人税等調整額 △238 △1,207

法人税等合計 6,694 5,048

中間純利益 10,315 7,874

㈱群馬銀行（8334）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－13－



（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) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 48,652 48,652

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 48,652 48,652

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 29,114 29,114

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,114 29,114

資本剰余金合計   

当期首残高 29,114 29,114

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,114 29,114

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 43,548 43,548

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 43,548 43,548

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 1,579 882

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,579 882

別途積立金   

当期首残高 163,650 178,650

当中間期変動額   

別途積立金の積立 15,000 8,000

当中間期変動額合計 15,000 8,000

当中間期末残高 178,650 186,650

繰越利益剰余金   

当期首残高 24,312 19,219

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

別途積立金の積立 △15,000 △8,000

中間純利益 10,315 7,874

自己株式の処分 △2 △0

土地再評価差額金の取崩 6 －

当中間期変動額合計 △6,655 △2,785

当中間期末残高 17,656 16,434
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(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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 233,089 242,300

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

別途積立金の積立 － －

中間純利益 10,315 7,874

自己株式の処分 △2 △0

土地再評価差額金の取崩 6 －

当中間期変動額合計 8,344 5,214

当中間期末残高 241,434 247,514

自己株式   

当期首残高 △777 △165

当中間期変動額   

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 14 1

当中間期変動額合計 △10 △3

当中間期末残高 △787 △169

株主資本合計   

当期首残高 310,079 319,901

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

中間純利益 10,315 7,874

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 6 －

当中間期変動額合計 8,334 5,210

当中間期末残高 318,413 325,112

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 41,494 32,711

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）

1,690 △2,221

当中間期変動額合計 1,690 △2,221

当中間期末残高 43,185 30,490

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △56 △38

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）

△0 20

当中間期変動額合計 △0 20

当中間期末残高 △56 △17
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(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) 

土地再評価差額金   

当期首残高 12,473 12,466

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）

△6 －

当中間期変動額合計 △6 －

当中間期末残高 12,467 12,466

評価・換算差額等合計   

当期首残高 53,912 45,139

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）

1,684 △2,200

当中間期変動額合計 1,684 △2,200

当中間期末残高 55,596 42,938

純資産合計   

当期首残高 363,992 365,041

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,974 △2,659

中間純利益 10,315 7,874

自己株式の取得 △24 △4

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 6 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,684 △2,200

当中間期変動額合計 10,018 3,010

当中間期末残高 374,010 368,051
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　 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）

　　 　該当事項はありません。
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