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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021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 親会社株主に帰属する当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 41,153 △0.5 4,213 △8.4 2,465 0.9

2020年3月期 41,400 △11.2 4,602 34.5 2,441 △7.3

（注）包括利益 2021年3月期　　12,796百万円 （―％） 2020年3月期　　△4,620百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

2021年3月期 146.97 145.97 2.0 0.1 10.2

2020年3月期 145.80 144.89 2.0 0.1 11.1

(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

2021年3月期 3,051,047 126,412 4.1 7,520.80

2020年3月期 2,559,886 114,746 4.4 6,838.06

（参考） 自己資本 2021年3月期 126,205百万円 2020年3月期 114,506百万円

(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。

(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

2021年3月期 232,201 △67,859 △1,173 370,725

2020年3月期 50,914 △68,692 △1,173 207,554

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 ％ ％

2020年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 1,172 48.0 0.9

2021年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 1,174 47.6 0.9

2022年3月期(予想) ― 35.00 ― 35.00 70.00 36.7

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

経常収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 20,200 △2.8 2,700 15.3 1,600 20.3 95.34

通期 40,000 △2.8 5,400 28.1 3,200 29.8 190.69



※ 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

(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） 2021年3月期 17,135,909 株 2020年3月期 17,135,909 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 355,008 株 2020年3月期 390,490 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 16,772,307 株 2020年3月期 16,745,265 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021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 ％

2021年3月期 33,159 △0.9 3,765 △11.0 2,316 0.2

2020年3月期 33,476 △14.1 4,233 30.2 2,311 △12.1

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

2021年3月期 138.13 137.19

2020年3月期 138.02 137.15

(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

2021年3月期 3,047,554 128,379 4.2 7,638.03

2020年3月期 2,555,392 118,791 4.6 7,079.60

（参考） 自己資本 2021年3月期 128,173百万円 2020年3月期 118,550百万円

(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。

2. 2022年 3月期の個別業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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(累計) 17,000 0.1 2,900 24.8 2,000 38.5 119.18

通期 33,000 △0.4 5,300 40.7 3,300 42.4 196.65

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（業績予想の適切な利用に関する説明）

・本資料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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。

・上記予想の前提条件その他関連する事項については、【添付資料】の2～6ページを参照ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

・ 決算補足説明資料は決算短信に添付しています。

・当行は、2021年6月14日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料につきましては、開催後速やか
に当行ホームページに掲載する予定です。
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