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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 
（１）連結経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 
 経常収益 経常利益 当期純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26 年 3 月期 8,778 2.6 1,795 - 985 -
25 年 3 月期 8,559 △10.4 △3,521 - △3,569 -

（注）包括利益       26 年 3月期 827 百万円（－％）  25 年 3 月期 △2,143 百万円（－％） 
 １株当たり

当期純利益
潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

経常収益
経常利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

26 年 3 月期 220.92 - 5.0 0.4 20.5
25 年 3 月期 △800.05 - △17.1 △0.8 △41.1

（参考）持分法投資損益   26 年 3月期 －百万円   25 年 3 月期 －百万円 
 
（２）連結財政状態 
 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 

26 年 3 月期 441,384 20,149 4.6 4,516.30 
25 年 3 月期 429,458 19,646 4.5 4,403.03 

（参考）自己資本  26 年 3 月期  20,149 百万円  25 年 3 月期  19,646 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。 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26 年 3 月期 △554 1,336 △375 4,679
25 年 3 月期 △5,380 3,652 △372 4,272

 
２．配当の状況 
 年間配当金 配当金総

額（合計） 
配当性向
（連結） 

純資産配当
率（連結） 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 百万円 ％ ％

25 年 3 月期 － 25.00 － 25.00 50.00 223 - 1.0
26 年 3 月期 － 25.00 － 25.00 50.00 223 22.6 1.1
27 年 3 月期 

－ 25.00 － 25.00 50.00  74.3 
（予想） 

 
３．平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第 2 四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 
 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益 

第 2 四半期 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 

（累計） 300 △76.1 150 △80.6 33.61 
通期 600 △66.6 300 △69.5 67.23 

 
 



 

 
 

 
 
※注記事項 
（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 

新規 －社、    除外 －社 
（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 有 
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） 平成 26年 3月期 4,474,900 株 平成 25 年 3月期 4,474,900 株

② 期末自己株式数 平成 26年 3月期 13,457 株 平成 25 年 3月期 12,962 株

③ 期中平均株式数 平成 26年 3月期 4,461,671 株 平成 25 年 3月期 4,462,186 株

 
 
 
 
（参考）個別業績の概要 

 

１．平成26年3月期の個別業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

（１）個別経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26 年 3 月期 8,779 2.6 1,787 - 980 -
25 年 3 月期 8,560 △10.4 △3,526 - △3,572 -

 
 １株当たり当期純利益 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

26 年 3 月期 219.83 -
25 年 3 月期 △800.71 -

 
（２）個別財政状態 
 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 

26 年 3 月期 441,347 20,199 4.6 4,527.51 
25 年 3 月期 429,472 19,601 4.5 4,393.08 

（参考）自己資本  26 年 3 月期  20,199 百万円  25 年 3 月期  19,601 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27年3月期の個別業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 

（％表示は通期は対前期、第 2 四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 
 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益 
第 2四半期 
（累計） 

百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 

300 △76.1 150 △80.6 33.61 
通期 600 △66.4 300 △69.4 67.23 

 
※監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の業績全般 

当期のわが国経済は、海外経済が一部に弱さがみられるものの、政府の経済再生への取組等に

より緩やかに回復しています。 

企業の生産活動においても、同様に持ち直しの動きがみられます。個人消費につきましても、

消費税率引上げに伴う駆け込み需要もあって増加傾向にあります。 

先行きにつきましても、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マインドの

改善にも支えられ、景気の回復基調が続くことが期待されます。 

ただし、米国の金融緩和縮小による影響、中国その他新興国経済の先行き等についての不確実性

に注意が必要です。 

金融面では、極めて緩和的な状態が続き、長期金利、短期金利ともに、海外要因による多少の振

れはあったものの、終始低位で推移しました。国内株式市場においては、景気回復期待や円高の是

正に伴う企業収益の拡大期待等を背景に、上昇基調で推移しました。 

  こうした環境のなか、当期は、引き続き地域密着型金融を推進することにより、地元である神奈

川県内の中小企業や個人のお客さまへ向けた営業活動の強化により収益力の向上に努めてまいり

ました。 

②当期の損益の状況 

    当期における連結経営成績につきましては、経常収益は、貸出金利回りの低下により金利収入は

減少しましたが、株式等売却益が増加したことなどにより、前期比２億19百万円増加し、87億78

百万円となりました。 

    一方、経常費用は、営業経費、貸倒引当金繰入額及びその他の経常費用が減少したことから、前

期比50億98百万円減少し、69億82百万円となりました。 

    以上により、当期の損益は、経常利益は、前期比53億16万円増加し、17億95百万円となりま

した。当期純利益は、前期比45億54百万円増加し、９億85百万円となりました。 

③次期の見通し 

    平成 27年３月期通期の業績につきましては、グループ全体で諸施策を着実に実施することなど

により、下記の数字を見込んでおります。 

 連結ベース 単体ベース 

経常利益 600百万円 600百万円

当期純利益 300百万円 300百万円

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債の状況 

イ 預金 

預金は、法人預金の増加などにより、前期末比61億 76 百万円増加し4,090 億 44 百万円とな

りました。 

ロ 貸出金 

     貸出金は、地元企業向けの融資を中心に積極的に行ってきたこと等により、前期末比 149 億

66百万円増加し3,094億 96百万円となりました。 

ハ 有価証券 

     有価証券は、前期末比16億82百万円減少し1,157億 82百万円となりました。 

   ニ 総資産 

総資産は当期において119億 26百万円増加し、4,413億 84百万円となりました。また、連結

自己資本比率（国内基準）は8.38％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

    キャッシュ・フローの状況では、貸出金の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローがマ

イナス、有価証券の売却及び償還による収入の増加等により投資活動によるキャッシュ・フローは

プラスとなり、結果として現金及び現金同等物の当期末残高は前期末比４億７百万円増加し46億

79百万円となりました。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

①利益配当に関する基本方針 

当行では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。 

従いまして、将来における企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保

しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。 

 ②当期の配当 

当期につきましても、平成25年 12月６日に中間配当として1株当たり25円の配当を実施してお

り、期末配当と合計で1株当たり50円の年間配当を予定しております。 

 ③次期の配当 

次期の１株当たり配当金は、当期と同様の中間、期末ともに25円の年間50円を予定しております。 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成25年６月20日提出）における「事業の内容（事業系統図）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当行は、お客さまや地域社会との共存・共栄を図り、経営管理態勢を強化し、健全経営を堅持する

こと、また、活力のある組織の確立と人材育成を図りながら、永続的な私たちの理念である「地域の

皆さまから信頼され、支持され、地域とともに発展する銀行」の実現を目指しております。 

この基本方針の実現に向けた取り組みとして、当行では、平成24年４月１日より、地域に存在感

のある銀行を目指し、第９次中期経営計画「かなぎん Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ 」を実施しておりま

す。 

（２）目標とする経営指標 

経営の基本方針の実現のために、平成24年４月から実施しております第９次中期経営計画の平成

26年度の経営指標は、以下のとおりであります。 

 

目標とする経営指標 終年度（平成26年度）の目標 

融資量末残 3,100億円以上

資金量末残 4,100億円以上

当期純利益 3億円以上

コア資本比率 8％以上

不良債権比率 4％台

  ※中期経営計画「かなぎん Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」は、平成 25 年６月に計数目標等について見直しを

行っております。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

中期経営計画「かなぎん Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」では、「お客さまや地域社会との共存・共栄」

「健全経営の堅持」「経営管理態勢の強化」「組織力の強化」の４つを基本テーマとして取り組んでお

ります。 

＜中期経営計画「かなぎん Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」の重点戦略＞ 

①お客さまや地域社会との共存・共栄 

地域密着型金融の推進や金融円滑化の推進をはかってまいります。また、お客さまとの接点拡大や

お客さま目線の店頭営業体制の確立により、ＣＳの向上をはかってまいります。 
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 ②健全経営の堅持 

   収益力の強化、効率的経営の確立、不良債権の圧縮および発生防止等を通じて、より一層の経営体

質の強化をはかってまいります。 

 ③経営管理態勢の強化 

   コンプライアンスの徹底、リスク管理態勢の強化とシステムの安定稼働をはかってまいります。 

 ④組織力の強化 

   エリア営業体制を強化することで、活力ある組織の確立を実現してまいります。また、行員一人ひ

とりの能力向上をはかり人材力の向上につとめます。 

（４）会社の対処すべき課題 

今後の主な施策として、「エリア営業体制」の一層の浸透により、地域密着型金融の推進とお客

さまへのコンサルティング機能強化を図り、円滑な資金供給に取り組んでまいります。 

また、お客さまの様々な運用ニーズにお応えするため、店頭での取扱商品の拡充や職員のレベル

アップにも注力してまいります。 

あわせて、健全経営の堅持のため、職員一人一人のコンプライアンスマインドを高め、リスク管

理態勢の更なる強化を推進してまいります。 

平成 26 年度は当行の中期経営計画「かなぎん Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」の 終年度にあたりま

すが、一層地域に存在感のある銀行を目指し、役職員一丸となって努力してまいりますので、引き続

きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

                                  (単位：百万円) 

 

（注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成25年３月31日) （平成26年３月31日） 

資産の部  

 現金預け金 4,989 5,400 

 コールローン及び買入手形 12,053 10,305 

 有価証券 117,464 115,782 

 貸出金 294,530 309,496 

 外国為替 44 66 

 その他資産 1,115 1,007 

 有形固定資産 5,043 4,866 

  建物 1,552 1,503 

  土地 2,738 2,738 

  リース資産 322 177 

  その他の有形固定資産 429 446 

 無形固定資産 49 44 

   ソフトウェア 21 16 

  その他の無形固定資産 28 28 

 繰延税金資産 1,094 829 

 支払承諾見返 514 399 

 貸倒引当金 △7,442 △6,814 

 資産の部合計 429,458 441,384 

負債の部  

 預金 402,868 409,044 

 譲渡性預金 - 800 

 借用金 3,330 7,120 

 その他負債 1,729 2,352 

 賞与引当金 134 71 

 退職給付引当金 596 - 

 退職給付に係る負債 - 786 

 睡眠預金払戻損失引当金 35 56 

 再評価に係る繰延税金負債 603 603 

 支払承諾 514 399 

 負債の部合計 409,812 421,235 

純資産の部  

 資本金 5,191 5,191 

 資本剰余金 4,101 4,101 

 利益剰余金 7,949 8,712 

 自己株式 △48 △50 

 株主資本合計 17,193 17,954 

 その他有価証券評価差額金 1,536 1,377 

 土地再評価差額金 916 916 

 退職給付に係る調整累計額 - △99 

 その他の包括利益累計額合計 2,452 2,194 

 純資産の部合計 19,646 20,149 

負債及び純資産の部合計 429,458 441,384 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

   連結損益計算書 

(単位：百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自平成24年４月１日 (自平成25年４月１日 

  至平成25年３月31日) 至平成26年３月31日) 

 経常収益 8,559 8,778 

  資金運用収益 7,126 7,011 

   貸出金利息 6,292 6,133 

   有価証券利息配当金 819 862 

   コールローン利息及び買入手形利息 11 11 

   預け金利息 0 1 

   その他の受入利息 3 2 

  役務取引等収益 849 889 

  その他業務収益 369 224 

  その他経常収益 212 653 

   貸倒引当金戻入益 - 54 

   償却債権取立益 31 30 

   その他の経常収益 180 567 

 経常費用 12,080 6,982 

  資金調達費用 286 247 

   預金利息 275 236 

     譲渡性預金利息 - 0 

     コールマネー利息 0 - 

   借用金利息 2 5 

   その他の支払利息 8 5 

  役務取引等費用 385 423 

  その他業務費用 59 116 

  営業経費 6,939 6,037 

  その他経常費用 4,410 157 

   貸倒引当金繰入額 2,946 - 

   その他の経常費用 1,463 157 

 経常利益又は経常損失（△） △3,521 1,795 

 特別損失 52 7 

  固定資産処分損 52 7 

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整

前当期純損失（△） 
△3,574 1,788 

 法人税、住民税及び事業税 13 379 

 法人税等調整額 △18 423 

 法人税等合計 △4 802 

 少数株主損益調整前当期純利益又は少数

株主損益調整前当期純損失（△） 
△3,569 985 

 当期純利益又は当期純損失（△） △3,569 985 

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自平成24年４月１日 (自平成25年４月１日 

  至平成25年３月31日) 至平成26年３月31日) 

 少数株主損益調整前当期純利益又は

少数株主損益調整前当期純損失（△）
△3,569 985 

 その他の包括利益 1,426 △158 

  その他有価証券評価差額金 1,426 △158 

 包括利益 △2,143 827 

 （内訳）  

  親会社株主に係る包括利益 △2,143 827 

  少数株主に係る包括利益 - - 

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

   前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31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 5,191 4,101 11,731 △46 20,978

当期変動額  

剰余金の配当 △223  △223

当期純損失（△） △3,569  △3,569

自己株式の取得 △2 △2

 土地再評価差額金の取崩 10  10

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計 - - △3,782 △2 △3,784

当期末残高 5,191 4,101 7,949 △48 17,193

 

 

その他の包括利益累計額

純資産合計 その他有価
証券評価差

額金

土地再評価
差額金 

退職給付に
係る調整累

計額

その他の包
括利益累計
額合計 

当期首残高 109 927 - 1,036 22,014

当期変動額  

剰余金の配当  △223

当期純損失（△）  △3,569

自己株式の取得  △2

 土地再評価差額金の取崩  10

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,426 △10 - 1,415 1,415

当期変動額合計 1,426 △10 - 1,415 △2,368

当期末残高 1,536 916 - 2,452 19,646

             

   当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31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 5,191 4,101 7,949 △48 17,193

当期変動額  

剰余金の配当 △223  △223

当期純利益 985  985

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  

当期変動額合計 - - 762 △1 760

当期末残高 5,191 4,101 8,712 △50 17,954

 

 

その他の包括利益累計額

純資産合計 その他有価
証券評価差

額金

土地再評価
差額金 

退職給付に
係る調整累

計額

その他の包
括利益累計
額合計 

当期首残高 1,536 916 - 2,452 19,646

当期変動額  

剰余金の配当  △223

当期純利益  985

自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 - △99 △257 △257

当期変動額合計 △158 - △99 △257 503

当期末残高 1,377 916 △99 2,194 20,149
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                               (単位：百万円) 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自平成24年４月１日 (自平成25年４月１日 

  至平成25年３月31日) 至平成26年３月31日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△3,574 1,788

  減価償却費 366 377

  貸倒引当金の増減（△） 2,560 △628

  賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △63

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 -

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 35

  睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △0 21

  資金運用収益 △7,126 △7,011

  資金調達費用 286 247

  有価証券関係損益（△） △30 △550

  金銭の信託の運用損益（△は運用益） - △1

  固定資産処分損益（△は益） 52 7

  貸出金の純増（△）減 △8,659 △14,965

  預金の純増減（△） 861 6,176

  譲渡性預金の純増減（△） - 800

  借用金の純増減（△） 2,030 3,790

  預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 39 △5

  コールローン等の純増（△）減 141 1,748

  外国為替（資産）の純増（△）減 △17 △21

  資金運用による収入 7,637 7,599

  資金調達による支出 △359 △276

  その他の負債の増減額（△は減少） 214 340

  その他 223 54

  小計 △5,345 △535

  法人税等の支払額 △34 △18

  営業活動によるキャッシュ・フロー △5,380 △554

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  有価証券の取得による支出 △51,101 △26,188

  有価証券の売却による収入 24,607 12,609

  有価証券の償還による収入 30,462 15,119

  金銭の信託の増加による支出 - △500

  金銭の信託の減少による収入 - 500

  有形固定資産の取得による支出 △320 △203

  有形固定資産の売却による収入 4 -

  投資活動によるキャッシュ・フロー 3,652 1,336

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  配当金の支払額 △223 △223

  自己株式の取得による支出 △2 △1

  リース債務の返済による支出 △147 △150

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △372 △375

 現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,099 406

 現金及び現金同等物の期首残高 6,372 4,272

 現金及び現金同等物の期末残高 4,272 4,679

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 
 
（６）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

（会計方針の変更） 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と

いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。

以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項

本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く）、退職給付債務から年金資産の額を控除し

た額を退職給付に係る負債として計上しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、

当連結会計年度末において、税効果調整後の未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の未処理額を

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額として計上しております。 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が786百万円計上されております。また、繰

延税金資産が54百万円増加し、その他の包括利益累計額が99百万円減少しております。 

 

（７）【連結財務諸表に関する注記事項】 

(セグメント情報等) 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

  当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報) 
 

 
当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 円 4,516.30 

１株当たり当期純利益金額 円 220.92 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 - 

 

(注) １ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

(1) １株当たり純資産額 

 

 
当連結会計年度末 

平成26年３月31日

純資産の部の合計額（百万円） 20,149

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） -

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 20,149

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） 4,461

 

(2) １株当たり当期純利益金額 

 

  
当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益 百万円 985

普通株主に帰属しない金額 百万円 -

普通株式に係る当期純利益 百万円 985

普通株式の期中平均株式数 千株 4,461

 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。 

 

 

 

(重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

                                  (単位：百万円) 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成25年３月31日) （平成26年３月31日） 

資産の部  

 現金預け金 4,989 5,400 

  現金 4,054 4,474 

  預け金 935 926 

 コールローン 12,053 10,305 

 有価証券 117,484 115,802 

  国債 42,146 48,850 

  地方債 36,502 30,194 

  社債 31,786 29,970 

  株式 7,045 6,575 

  その他の証券 3 210 

 貸出金 294,530 309,496 

  割引手形 3,545 3,611 

  手形貸付 29,632 30,607 

  証書貸付 240,401 255,508 

  当座貸越 20,952 19,768 

 外国為替 44 66 

  外国他店預け 44 66 

 その他資産 1,109 1,004 

  未収収益 360 307 

  その他の資産 748 697 

 有形固定資産 5,043 4,866 

  建物 1,552 1,503 

  土地 2,738 2,738 

  リース資産 322 177 

  その他の有形固定資産 429 446 

 無形固定資産 49 44 

   ソフトウェア 21 16 

  その他の無形固定資産 28 28 

 繰延税金資産 1,094 774 

 支払承諾見返 514 399 

 貸倒引当金 △7,442 △6,814 

 資産の部合計 429,472 441,347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㈱神奈川銀行 平成 26 年 3 月期 決算短信 

13 

 

                                  (単位：百万円) 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成25年３月31日) （平成26年３月31日） 

負債の部  

 預金 402,929 409,116 

  当座預金 13,366 12,582 

  普通預金 167,399 176,435 

  貯蓄預金 6,505 6,308 

  通知預金 1,529 1,432 

  定期預金 212,629 210,875 

  定期積金 289 250 

  その他の預金 1,208 1,231 

 譲渡性預金 - 800 

 借用金 3,330 7,120 

  借入金 3,330 7,120 

 その他負債 1,727 2,347 

  未払法人税等 16 385 

  未払費用 235 196 

  前受収益 227 328 

  給付補塡備金 1 1 

  リース債務 333 182 

  その他の負債 913 1,252 

 賞与引当金 134 71 

 退職給付引当金 596 632 

 睡眠預金払戻損失引当金 35 56 

 再評価に係る繰延税金負債 603 603 

 支払承諾 514 399 

 負債の部合計 409,870 421,147 

純資産の部  

 資本金 5,191 5,191 

 資本剰余金 4,101 4,101 

  資本準備金 4,101 4,101 

 利益剰余金 7,905 8,662 

  利益準備金 1,090 1,090 

  その他利益剰余金 6,814 7,572 

   別途積立金 7,492 6,492 

   繰越利益剰余金 △677 1,079 

 自己株式 △48 △50 

 株主資本合計 17,149 17,905 

 その他有価証券評価差額金 1,536 1,377 

 土地再評価差額金 916 916 

 評価・換算差額等合計 2,452 2,294 

 純資産の部合計 19,601 20,199 

負債及び純資産の部合計 429,472 441,347 

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）損益計算書 

(単位：百万円) 

  前事業年度 当事業年度 

  (自平成24年４月１日 (自平成25年４月１日 

  至平成25年３月31日) 至平成26年３月31日) 

 経常収益 8,560 8,779

  資金運用収益 7,126 7,011

   貸出金利息 6,292 6,133

   有価証券利息配当金 819 862

   コールローン利息 11 11

   預け金利息 0 1

   その他の受入利息 3 2

  役務取引等収益 849 889

   受入為替手数料 360 357

   その他の役務収益 489 532

  その他業務収益 369 224

   外国為替売買益 4 3

   商品有価証券売買益 - 0

   国債等債券売却益 361 221

   国債等債券償還益 3 0

  その他経常収益 213 653

   貸倒引当金戻入益 - 54

   償却債権取立益 31 30

     株式等売却益 116 432

   金銭の信託運用益 - 1

   その他の経常収益 65 134

 経常費用 12,087 6,991

  資金調達費用 286 247

   預金利息 275 236

     譲渡性預金利息 - 0

     コールマネー利息 0 -

   借用金利息 2 5

   その他の支払利息 8 5

  役務取引等費用 385 423

   支払為替手数料 99 100

   その他の役務費用 285 323

  その他業務費用 46 103

   国債等債券売却損 - 19

   国債等債券償還損 46 84

  営業経費 6,958 6,059

  その他経常費用 4,410 157

   貸倒引当金繰入額 2,946 -

   貸出金償却 33 37

   株式等売却損 326 -

   株式等償却 78 -

   その他の経常費用 1,025 119

 経常利益又は経常損失（△） △3,526 1,787

 特別損失 52 7

  固定資産処分損 52 7

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,579 1,780

 法人税、住民税及び事業税 11 375

 法人税等調整額 △18 423

 法人税等合計 △6 799

 当期純利益又は当期純損失（△） △3,572 980

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）株主資本等変動計算書   

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）                 （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産
合計 資

本
金 

資本剰余金 利益剰余金 

自
己
株
式 

株
主
資
本
合
計 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金 

土
地
再
評
価
差
額
金 

評
価
・
換
算
差
額
等
合
計 

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 

別
途
積
立
金 

繰
越
利
益
剰
余
金 

当期首残高 5,191 4,101 4,101 1,090 7,492 3,107 11,690 △46 20,936 109 927 1,036 21,973

当期変動額      

剰余金の配当    △223 △223 △223   △223

当 期 純 損 失
(△)    △3,572 △3,572 △3,572   △3,572

自己株式の 
取得    △2 △2    △2

 土地再評価差 
額金の取崩    10 10 10   10

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

   1,426 △10 1,415 1,415

当期変動額合計 - - - - - △3,785 △3,785 △2 △3,787 1,426 △10 1,415 △2,371

当期末残高 5,191 4,101 4,101 1,090 7,492 △677 7,905 △48 17,149 1,536 916 2,452 19,601

  

 当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）                 （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産
合計 資

本
金 

資本剰余金 利益剰余金 

自
己
株
式 

株
主
資
本
合
計 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金 

土
地
再
評
価
差
額
金 

評
価
・
換
算
差
額
等
合
計 

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 

別
途
積
立
金 

繰
越
利
益
剰
余
金

当期首残高 5,191 4,101 4,101 1,090 7,492 △677 7,905 △48 17,149 1,536 916 2,452 19,601

当期変動額      

剰余金の配当    △223 △223 △223   △223

別途積立金の 
取崩    △1,000 1,000 -   -

当期純利益    980 980 980   980

自己株式の 
取得    △1 △1    △1

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

   △158 - △158 △158

当期変動額合計 - - - - △1,000 1,757 757 △1 755 △158 - △158 597

当期末残高 5,191 4,101 4,101 1,090 6,492 1,079 8,662 △50 17,905 1,377 916 2,294 20,199

   (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
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６．補足説明資料（平成26年3月期 決算説明資料） 

（１）損益状況 

[単体]                                      （単位：百万円） 

    平成26年3月期 平成25年3月期

    平成25年3月期比  

業務粗利益  7,351 △277 7,628

 資金利益  6,763 △77 6,840

 役務取引等利益  466 2 464

 その他業務利益  120 △203 323

経費（除く臨時処理分） （△） 6,012 △871 6,883

 人件費 （△） 2,911 △535 3,446

 物件費 （△） 2,822 △276 3,098

 税金 （△） 278 △60 338

実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,338 593 745

① 一般貸倒引当金繰入額 （△） - 567 △567

業務純益  1,338 25 1,313

 うち国債等債券損益（5勘定尻）  117 △201 318

臨時損益  449 5,289 △4,840

 ② 不良債権処理額 （△） 37 △3,524 3,561

  貸出金償却 （△） 37 4 33

  個別貸倒引当金繰入額 （△） - △3,514 3,514

  債権売却損等 （△） - △13 13

 株式等関係損益  432 720 △288

  株式等売却益  432 316 116

  株式等売却損 （△） - △326 326

  株式等償却 （△） - △78 78

 ③ 貸倒引当金戻入益  54 54 -

 ④ 償却債権取立益  30 △1 31

 その他の臨時損益  △31 990 △1,021

経常利益  1,787 5,313 △3,526

特別損失 （△） 7 △45 52

 固定資産処分損 （△） 7 △45 52

税引前当期純利益  1,780 5,359 △3,579

法人税・住民税及び事業税 （△） 375 364 11

法人税等調整額 （△） 423 441 △18

当期純利益  980 4,552 △3,572

与信関係費用（①＋②－③－④） （△） △47 △3,009 2,962

    

 参考   （単位：％）

  平成26年3月期 平成25年3月期

  平成25年3月期比 

OHR(経費対業務粗利益率)  81.78 △8.44 90.22

コアOHR（経費対コア業務粗利益率）  83.12 △11.03 94.15

ROA（業務純益ベース）  0.30 0.00 0.30

 [連結]   （単位：百万円）

    平成26年3月期 平成25年3月期

    平成25年3月期比  

経常利益  1,795 5,316 △3,521

当期純利益  985 4,554 △3,569
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（２）業務純益 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月期  平成25年3月期 

   平成25年3月期比  

(1)業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,338 593 745

 職員一人当たり（千円） 3,414 1,626 1,788

(2)業務純益 1,338 25 1,313

 職員一人当たり（千円） 3,414 265 3,149

（注）職員数は、期中平均人員（出向者、臨時雇員及び嘱託を除く）を使用しております。（当期は392名、前期は417名） 

 

（３）利鞘 

[単体]                                        （単位：％） 

  平成26年3月期  平成25年3月期 

   平成25年3月期比  

(1)資金運用利回（Ａ） 1.64 △0.06 1.70

 貸出金利回 2.04 △0.18 2.22

 有価証券利回 0.75 0.10 0.65

(2)資金調達原価（Ｂ） 1.52 △0.25 1.77

 預金等利回 0.05 △0.01 0.06

(3)総資金利鞘（Ａ－Ｂ） 0.12 0.19 △0.07

 

（４）有価証券関係損益等 

① 有価証券関係損益 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月期  平成25年3月期 

   平成25年3月期比  

国債等債券損益（５勘定尻） 117 △201 318

 売却益 221 △140 361

 償還益 0 △3 3

 売却損 19 19 -

 償還損 84 38 46

 償却 - - -

株式等損益（３勘定尻） 432 720 △288

 売却益 432 316 116

 売却損 - △326 326

 償却 - △78 78

 

② 有価証券関係の評価差額の内訳 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月期  平成25年3月期 

   平成25年3月期比  

有価証券の評価差額（税効果前） 2,030 △262 2,292

 債券 1,105 △233 1,338

 株式 921 △33 954

 その他 4 4 -
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（５）リスク管理債権 

[単体]                                    （単位：百万円 ％） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

 破 綻 先 債 権 額 226 △82 △212 308 438

 延 滞 債 権 額 16,387 △2,186 △3,302 18,573 19,689

 ３ヵ月以上延滞債権額 28 △90 △60 118 88

 貸出条件緩和債権額 403 △97 △15 500 418

 合       計（Ａ） 17,046 △2,455 △3,589 19,501 20,635

   

 貸出金残高（末残）（Ｂ） 309,496 5,552 14,966 303,944 294,530

   

貸出条件緩和債権以下の比率（Ａ）/（Ｂ） 5.51 △0.91 △1.50 6.42 7.01

   

 保 全 額 合 計 （ Ｃ ） 14,754 △1,997 △3,065 16,751 17,819

 貸 倒 引 当 金 5,059 △403 △373 5,462 5,432

 担 保 保 証 額 等 9,695 △1,593 △2,692 11,288 12,387

   

 保全率（Ｃ）/（Ａ） 86.55 0.65 0.19 85.90 86.36

 

 

（６）金融再生法開示債権 

[単体]                                    （単位：百万円 ％） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2,369 △1,308 △868 3,677 3,237

 危 険 債 権 14,298 △959 △2,652 15,257 16,950

 要 管 理 債 権 432 △187 △75 619 507

 要管理債権以下計（Ａ） 17,100 △2,453 △3,594 19,553 20,694

 正 常 債 権 293,006 7,917 18,399 285,089 274,607

 合      計（Ｂ） 310,106 5,463 14,804 304,643 295,302

   

要管理債権以下の比率（Ａ）/（Ｂ） 5.51 △0.91 △1.50 6.42 7.01

   

 保 全 額 合 計 （ Ｃ ） 14,836 △2,030 △3,020 16,866 17,856

 貸 倒 引 当 金 5,318 △415 △405 5,733 5,723

 担 保 保 証 等 9,517 △1,616 △2,616 11,133 12,133

   

 保全率（Ｃ）/（Ａ） 86.80 0.50 0.50 86.30 86.30
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（７）貸倒引当金 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月末 25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

貸倒引当金 6,814 △551 △628 7,365 7,442

 一般貸倒引当金 1,579 △126 △203 1,705 1,782

 個別貸倒引当金 5,234 △426 △425 5,660 5,659

 

 

（８）自己資本比率（国内基準） 

   「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）」

に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。 

   なお、平成26年３月末から、バーゼルⅢを踏まえた新国内基準を適用し算出しております。 

 

連結自己資本比率（国内基準） 

  
平成26年３月31日 

1. 連結自己資本比率（％） 8.38

2. 連結における自己資本の額（百万円） 20,106

3. リスク・アセットの額（百万円） 239,916

 

単体自己資本比率（国内基準） 

  
平成26年３月31日 

1. 自己資本比率（％） 8.36

2. 単体における自己資本の額（百万円） 20,057

3. リスク・アセットの額（百万円） 239,822
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（９）業種別貸出状況等 

① 業種別貸出状況 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

国内店分 309,496 5,552 14,966 303,944 294,530

 製造業 34,166 △986 △157 35,152 34,323

 農業・林業 358 △33 △260 391 618

 漁業 - - - - -

 鉱業・採石業・砂利採取業 - - - - -

 建設業 32,206 944 218 31,262 31,988

 電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - -

 情報通信業 2,175 △262 △271 2,437 2,446

 運輸業・郵便業 16,378 △68 328 16,446 16,050

 卸売業・小売業 38,848 △987 △2,096 39,835 40,944

 金融業・保険業 1,745 52 475 1,693 1,270

 不動産業・物品賃貸業 56,888 2,735 6,547 54,153 50,341

 地方公共団体 11,786 △638 △974 12,424 12,760

 その他 114,946 4,795 11,156 110,151 103,790

 

② 消費者ローン 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

消費者ローン残高 84,399 4,745 9,646 79,654 74,753

 住宅ローン残高 58,785 4,996 9,403 53,789 49,382

 その他ローン残高 25,614 △251 243 25,865 25,371

 

③ 中小企業等貸出比率 

[単体]                                        （単位：％） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

中小企業等貸出比率 86.20 0.38 0.51 85.82 85.69

 

④  預金・貸出金の残高 

[単体]                                      （単位：百万円） 

  平成26年3月末  25年 9月末 25年 3月末

   25年9月末比 25年3月末比   

貸出金末残 309,496 5,552 14,966 303,944 294,530

貸出金平残 300,110 4,200 17,141 295,910 282,969

預金末残 409,116 2,680 6,187 406,436 402,929

 うち個人 325,569 1,189 538 324,380 325,031

 うち法人 83,547 1,491 5,649 82,056 77,898

預金平残 404,578 883 5,767 403,695 398,811

 

 


