
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
  

 
  

 
  

 

 

 
(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(第二基準)」は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びそ

の子会社の保有する資産等に照らしそれらの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20号)」に基づき算出しております。 
  

  

 
(注１)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

(注２)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式

(非上場)の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 
  

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期中間期 124,407 △2.8 28,147 74.8 17,041 △29.5

22年３月期中間期 128,029 △13.5 16,098 △14.5 24,159 127.9

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

23年３月期中間期 19 .68 ―

22年３月期中間期 28 .04 ―

 (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
連結自己資本比率

(第二基準)
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年３月期中間期 12,132,399 662,663 4.8 670 .77 10.59

22年３月期 11,836,273 640,912 4.7 645 .71 10.32

(参考) 自己資本 23年３月期中間期 585,786百万円  22年３月期 564,268百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― 4 .00 ― 4 .00 8 .00

23年３月期 ― 4 .00

23年３月期(予想) ― 4 .00 8 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 244,000 △5.1 45,000 36.1 25,000 △11.9 28 .79

F01048
新規スタンプ

F01048
新規スタンプ



  
  

 
(注)当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 

 
(注)当中間期における「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される中間連結財務諸

表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 

 
  

 
  

 

 

 
(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。 

  

・当社は銀行持株会社であり、その収益は主にグループ内取引であるため、開示しておりません。 

  

・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および中間財務諸表の中間監査手続は終了していません。 

  

・当社は、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、中間連結財務諸表およ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、当社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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当中間期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期中間期 859,761,868株 22年３月期 859,761,868株

② 期末自己株式数 23年３月期中間期 633,787株 22年３月期 614,264株

③ 期中平均株式数（中間期） 23年３月期中間期 859,137,814株 22年３月期中間期 856,678,416株

（個別業績の概要）

1. 平成23年３月期第２四半期(中間期)の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 個別経営成績 (％表示は、対前年中間期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期中間期 7,064 △95.8 5,271 △96.8 3,985 △97.6 4,000 △97.6

22年３月期中間期 166,925 ― 165,022 ― 163,434 ― 163,412 ―

１株当たり 
中間純利益

円 銭

23年３月期中間期 4 .50
22年３月期中間期 190 .04

 (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

23年３月期中間期 831,574 650,363 78.2 745 .93

22年３月期 865,311 649,938 75.1 745 .42

(参考) 自己資本 23年３月期中間期 650,363百万円  22年３月期 649,938百万円

2. 平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

※中間監査手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
  

 種類株式の配当の状況 

  普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

第一種優先株式
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

22年３月期 ― 7 .00 ― 7 .00 14 .00

23年３月期 ― 7 .00

23年３月期(予想) ― 7 .00 14 .00
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※ 当社は、以下のとおり会社説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料等については、開催

後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月17日(水)・・・・・・機関投資家・アナリスト向け会社説明会 

  

○添付資料の目次
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当中間期の我が国経済は、期初には旺盛な海外需要を背景として、大企業を中心に業績改善の兆しが

見え始めましたが、その後海外需要が一巡し経済全体がやや足踏み状態になると、猛暑や円高進行に加

え、エコカー補助金等一時的景気底上げ効果の剥落等が追い討ちをかける形となり、後半以降は先行き

不透明感が強まりました。また、中小企業の業況や個人の所得・雇用環境は全般を通して厳しい状況が

続きました。 

金融面では、米国の金融緩和と欧州の経済不安を受け、主要通貨の中で円が買われる展開となりまし

た。９月には６年半ぶりとなる市場介入が行われたものの円高の流れは変わらず、株式市場はこうした

状況を嫌気し、日経平均株価は９千円台での低迷が続きました。反面、債券相場は堅調に推移し、金融

緩和策の継続観測もあって、長期金利の指標となる10年国債の利回りは７年ぶりに１%を割り込みまし

た。 

このような経済環境のもと、当社グループは平成22年４月から第三次中期経営計画「ＡＢＣプラン」

をスタートいたしました。ＡＢＣプランでは、「お客様とのリレーション強化」「生産性の劇的な向

上」「ＦＦＧカルチャーの浸透」「安定収益資産の積上げ」を基本方針とし、これまで整備してきた経

営インフラを徹底的に活用した生産性の向上と営業面での積極展開に努めてまいります。 

当中間期の主要損益につきましては、連結経常収益は、前年同期比36億２千２百万円減少し、1,244

億７百万円となりました。これは、貸出金利息を中心とした資金運用収益の減少等によるものでありま

す。連結経常費用は、前年同期比156億７千１百万円減少し、962億５千９百万円となりました。これ

は、預金利息を中心とした資金調達費用の減少や貸倒引当金繰入額を含むその他経常費用の減少等によ

るものであります。  

 この結果、連結経常利益は、前年同期比120億４千９百万円増加し、281億４千７百万円となりまし

た。連結中間純利益は、前年同期において連結子会社の清算に伴う繰延税金資産160億２千１百万円の

計上があったことから、前年同期比71億１千８百万円減少し、170億４千１百万円となりました。 

  

①預金・譲渡性預金 

預金・譲渡性預金の中間期末残高は、個人預金は増加したものの、法人預金が減少し、前年度末比

727億円減少し10兆4,219億円となりました。 

②貸出金 

貸出金の中間期末残高は、法人貸出金の増加を主因に前年度末比3,344億円増加し８兆3,669億円とな

りました。 

③有価証券 

有価証券の中間期末残高は、安全性と収益性の両面に留意して投資の多様化を図りました結果、前年

度末比4,525億円増加し２兆8,382億円となりました。 

④資産運用商品 

子銀行３行単体合算の個人預かり資産の中間期末残高は、個人年金保険残高の増加を主因に、前年度

末比284億円増加し１兆5,195億円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想

から変更はございません。 

1. 当中間期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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間から「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号平成20年３月10日公表

分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号平成20年３月

10日)を適用しておりますが、これによる中間連結財務諸表に与える影響はありません。  

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31

日)を適用しております。  

 これにより、経常利益は12百万円、税金等調整前中間純利益は123百万円減少しております。 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第５号平成21年３

月24日)の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中間純利益」を表示してお

ります。  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計処理基準に関する事項の変更

・「持分法に関する会計基準」

・「資産除去債務に関する会計基準」

②表示方法の変更

 (中間連結損益計算書関係)
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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)

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 329,403 732,854

コールローン及び買入手形 － 930

買入金銭債権 83,100 108,720

特定取引資産 2,517 2,290

有価証券 2,838,295 2,385,761

貸出金 8,366,927 8,032,514

外国為替 7,990 7,763

その他資産 138,384 170,983

有形固定資産 189,564 188,483

無形固定資産 171,497 177,713

繰延税金資産 84,389 100,363

支払承諾見返 61,286 71,138

貸倒引当金 △140,823 △143,112

投資損失引当金 △134 △131

資産の部合計 12,132,399 11,836,273

負債の部

預金 10,008,416 10,091,413

譲渡性預金 413,562 403,331

コールマネー及び売渡手形 49,708 3,256

債券貸借取引受入担保金 21,591 39,044

特定取引負債 4 －

借用金 586,825 267,212

外国為替 701 876

短期社債 10,000 25,000

社債 167,000 162,000

その他負債 112,362 93,703

退職給付引当金 556 526

利息返還損失引当金 1,116 1,068

睡眠預金払戻損失引当金 3,510 4,065

その他の偶発損失引当金 937 548

再評価に係る繰延税金負債 32,154 32,176

支払承諾 61,286 71,138

負債の部合計 11,469,735 11,195,360

純資産の部

資本金 124,799 124,799

資本剰余金 103,163 103,163

利益剰余金 276,485 262,979

自己株式 △214 △207

株主資本合計 504,233 490,735

その他有価証券評価差額金 47,461 32,242

繰延ヘッジ損益 △12,221 △5,054

土地再評価差額金 46,313 46,345

評価・換算差額等合計 81,553 73,532

少数株主持分 76,877 76,644

純資産の部合計 662,663 640,912

負債及び純資産の部合計 12,132,399 11,836,273
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 128,029 124,407

資金運用収益 99,084 93,023

（うち貸出金利息） 82,053 77,133

（うち有価証券利息配当金） 15,014 14,717

役務取引等収益 21,061 20,754

特定取引収益 151 58

その他業務収益 6,441 9,561

その他経常収益 1,291 1,009

経常費用 111,930 96,259

資金調達費用 16,775 12,769

（うち預金利息） 9,010 5,685

役務取引等費用 8,423 8,452

その他業務費用 757 519

営業経費 65,839 63,770

その他経常費用 20,134 10,747

経常利益 16,098 28,147

特別利益 2,871 2,084

固定資産処分益 136 42

償却債権取立益 2,735 2,042

特別損失 1,237 710

固定資産処分損 610 177

減損損失 436 402

その他の特別損失 190 131

税金等調整前中間純利益 17,732 29,521

法人税、住民税及び事業税 905 976

過年度法人税等 △268 －

法人税等調整額 △8,305 10,022

法人税等合計 △7,668 10,998

少数株主損益調整前中間純利益 18,523

少数株主利益 1,242 1,481

中間純利益 24,159 17,041
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 124,799 124,799

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 124,799 124,799

資本剰余金

前期末残高 104,263 103,163

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 0

当中間期変動額合計 △0 0

当中間期末残高 104,263 103,163

利益剰余金

前期末残高 241,430 262,979

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,558 △3,567

中間純利益 24,159 17,041

土地再評価差額金の取崩 162 31

当中間期変動額合計 20,764 13,505

当中間期末残高 262,194 276,485

自己株式

前期末残高 △2,503 △207

当中間期変動額

自己株式の取得 △13 △10

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 △10 △7

当中間期末残高 △2,514 △214

株主資本合計

前期末残高 467,989 490,735

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,558 △3,567

中間純利益 24,159 17,041

自己株式の取得 △13 △10

自己株式の処分 2 2

土地再評価差額金の取崩 162 31

当中間期変動額合計 20,753 13,498

当中間期末残高 488,743 504,233

㈱ふくおかフィナンシャルグループ(8354) 平成23年３月期 第２四半期(中間期)決算短信

－6－



  
  

 
  

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 5,090 32,242

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）

25,217 15,219

当中間期変動額合計 25,217 15,219

当中間期末残高 30,307 47,461

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △6,269 △5,054

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）

1,237 △7,166

当中間期変動額合計 1,237 △7,166

当中間期末残高 △5,032 △12,221

土地再評価差額金

前期末残高 46,717 46,345

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）

△256 △31

当中間期変動額合計 △256 △31

当中間期末残高 46,460 46,313

評価・換算差額等合計

前期末残高 45,537 73,532

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）

26,197 8,020

当中間期変動額合計 26,197 8,020

当中間期末残高 71,735 81,553

少数株主持分

前期末残高 76,413 76,644

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） △6 232

当中間期変動額合計 △6 232

当中間期末残高 76,407 76,877

純資産合計

前期末残高 589,941 640,912

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,558 △3,567

中間純利益 24,159 17,041

自己株式の取得 △13 △10

自己株式の処分 2 2

土地再評価差額金の取崩 162 31

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 26,191 8,252

当中間期変動額合計 46,945 21,750

当中間期末残高 636,886 662,663

(4) 継続企業の前提に関する注記
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4. 中間財務諸表(個別)

(1) 中間貸借対照表（個別）

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,705 1,579

前払費用 10 40

未収収益 0 0

未収入金 55 13

未収還付法人税等 1,050 34,926

流動資産合計 2,822 36,559

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式 828,752 828,752

投資その他の資産合計 828,752 828,752

固定資産合計 828,752 828,752

資産合計 831,574 865,311

負債の部

流動負債

短期借入金 85,000 104,000

短期社債 10,000 25,000

未払金 287 300

未払費用 225 237

未払法人税等 19 161

未払消費税等 25 27

その他 52 46

流動負債合計 95,610 129,772

固定負債

社債 85,600 85,600

固定負債合計 85,600 85,600

負債合計 181,210 215,372

純資産の部

株主資本

資本金 124,799 124,799

資本剰余金

資本準備金 54,666 54,666

その他資本剰余金 281,024 281,024

資本剰余金合計 335,690 335,690

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 190,081 189,649

利益剰余金合計 190,081 189,649

自己株式 △208 △200

株主資本合計 650,363 649,938

純資産合計 650,363 649,938

負債純資産合計 831,574 865,311
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(2) 中間損益計算書（個別）

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益

関係会社受取配当金 165,009 5,253

関係会社受入手数料 1,915 1,810

営業収益合計 166,925 7,064

営業費用

販売費及び一般管理費 1,902 1,792

営業費用合計 1,902 1,792

営業利益 165,022 5,271

営業外収益

受取利息 1 0

雑収入 3 49

営業外収益合計 4 50

営業外費用

支払利息 603 383

短期社債利息 274 55

社債利息 710 895

雑損失 4 3

営業外費用合計 1,591 1,337

経常利益 163,434 3,985

税引前中間純利益 163,434 3,985

法人税、住民税及び事業税 22 2

過年度法人税等 － △17

法人税等合計 22 △15

中間純利益 163,412 4,000
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(3) 中間株主資本等変動計算書（個別）

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 124,799 124,799

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 124,799 124,799

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 54,666 54,666

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 54,666 54,666

その他資本剰余金

前期末残高 281,024 281,024

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 0

当中間期変動額合計 △0 0

当中間期末残高 281,024 281,024

資本剰余金合計

前期末残高 335,690 335,690

当中間期変動額

自己株式の処分 △0 0

当中間期変動額合計 △0 0

当中間期末残高 335,690 335,690

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 25,384 189,649

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,568 △3,567

中間純利益 163,412 4,000

当中間期変動額合計 159,844 432

当中間期末残高 185,228 190,081

利益剰余金合計

前期末残高 25,384 189,649

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,568 △3,567

中間純利益 163,412 4,000

当中間期変動額合計 159,844 432

当中間期末残高 185,228 190,081
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該当事項はありません。 

  

  

  

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

自己株式

前期末残高 △183 △200

当中間期変動額

自己株式の取得 △13 △9

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 △10 △7

当中間期末残高 △194 △208

株主資本合計

前期末残高 485,690 649,938

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,568 △3,567

中間純利益 163,412 4,000

自己株式の取得 △13 △9

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 159,833 425

当中間期末残高 645,523 650,363

純資産合計

前期末残高 485,690 649,938

当中間期変動額

剰余金の配当 △3,568 △3,567

中間純利益 163,412 4,000

自己株式の取得 △13 △9

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 159,833 425

当中間期末残高 645,523 650,363

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(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。 

  

  

5. (参考) 主要な連結子会社の業績の概況

(1) 個別業績の概要(株式会社 福岡銀行)

(百万円未満切捨て)

 ○平成23年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 

 1) 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 ％

23年３月期中間期 85,294 △6.0 23,008 50.0 14,304 △44.6

22年３月期中間期 90,740 △12.6 15,343 △6.1 25,833 178.9

 2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

23年３月期中間期 8,898,255 453,336 5.0

22年３月期 8,595,667 439,300 5.1

(参考) 自己資本 23年３月期中間期 453,336百万円  22年３月期 439,300百万円
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株式会社 福岡銀行 

 ① 中間貸借対照表

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 221,057 595,387

コールローン － 7,730

買入金銭債権 74,977 101,691

特定取引資産 2,383 2,159

有価証券 1,906,404 1,499,052

貸出金 6,434,441 6,111,128

外国為替 6,180 5,762

その他資産 104,149 104,448

有形固定資産 141,472 141,183

無形固定資産 5,740 6,010

繰延税金資産 57,797 71,434

支払承諾見返 42,147 49,934

貸倒引当金 △98,496 △100,255

資産の部合計 8,898,255 8,595,667

負債の部

預金 7,142,708 7,229,222

譲渡性預金 341,786 336,457

コールマネー 77,235 25,635

債券貸借取引受入担保金 21,591 39,044

特定取引負債 4 －

借用金 621,802 302,695

外国為替 657 740

社債 90,000 80,000

その他負債 70,171 55,783

利息返還損失引当金 1,008 1,016

睡眠預金払戻損失引当金 2,728 3,112

その他の偶発損失引当金 922 548

再評価に係る繰延税金負債 32,154 32,176

支払承諾 42,147 49,934

負債の部合計 8,444,918 8,156,366

純資産の部

資本金 82,329 82,329

資本剰余金 60,480 60,480

利益剰余金 238,148 229,065

株主資本合計 380,958 371,876

その他有価証券評価差額金 38,285 26,133

繰延ヘッジ損益 △12,221 △5,054

土地再評価差額金 46,313 46,345

評価・換算差額等合計 72,377 67,424

純資産の部合計 453,336 439,300

負債及び純資産の部合計 8,898,255 8,595,667
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株式会社 福岡銀行 

 ② 中間損益計算書

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 90,740 85,294

資金運用収益 71,169 66,795

（うち貸出金利息） 58,839 55,605

（うち有価証券利息配当金） 10,469 10,208

役務取引等収益 14,983 15,166

特定取引収益 124 49

その他業務収益 3,774 2,506

その他経常収益 688 776

経常費用 75,396 62,285

資金調達費用 13,585 10,991

（うち預金利息） 5,824 3,809

役務取引等費用 7,487 7,440

その他業務費用 582 404

営業経費 38,758 37,062

その他経常費用 14,982 6,386

経常利益 15,343 23,008

特別利益 2,472 1,656

固定資産処分益 1 －

償却債権取立益 2,471 1,656

特別損失 703 284

固定資産処分損 388 67

減損損失 315 167

その他の特別損失 － 49

税引前中間純利益 17,112 24,380

法人税、住民税及び事業税 77 64

過年度法人税等 △268 －

法人税等調整額 △8,530 10,011

法人税等合計 △8,721 10,076

中間純利益 25,833 14,304
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株式会社 福岡銀行 

 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 82,329 82,329

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 82,329 82,329

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 60,479 60,479

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 60,479 60,479

その他資本剰余金

前期末残高 1 1

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1 1

資本剰余金合計

前期末残高 60,480 60,480

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 60,480 60,480

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 46,520 46,520

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 46,520 46,520

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 531 501

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 531 501

別途積立金

前期末残高 144,220 144,220

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 144,220 144,220

繰越利益剰余金

前期末残高 178,183 37,823

当中間期変動額

剰余金の配当 △165,009 △5,253

中間純利益 25,833 14,304

土地再評価差額金の取崩 162 31

当中間期変動額合計 △139,012 9,082

当中間期末残高 39,170 46,905

㈱ふくおかフィナンシャルグループ(8354) 平成23年３月期 第２四半期(中間期)決算短信

－15－



  
  

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

利益剰余金合計

前期末残高 369,455 229,065

当中間期変動額

剰余金の配当 △165,009 △5,253

中間純利益 25,833 14,304

土地再評価差額金の取崩 162 31

当中間期変動額合計 △139,012 9,082

当中間期末残高 230,443 238,148

株主資本合計

前期末残高 512,266 371,876

当中間期変動額

剰余金の配当 △165,009 △5,253

中間純利益 25,833 14,304

土地再評価差額金の取崩 162 31

当中間期変動額合計 △139,012 9,082

当中間期末残高 373,253 380,958

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 6,935 26,133

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）

16,617 12,151

当中間期変動額合計 16,617 12,151

当中間期末残高 23,553 38,285

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △6,269 △5,054

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）

1,237 △7,166

当中間期変動額合計 1,237 △7,166

当中間期末残高 △5,032 △12,221

土地再評価差額金

前期末残高 46,717 46,345

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）

△256 △31

当中間期変動額合計 △256 △31

当中間期末残高 46,460 46,313

評価・換算差額等合計

前期末残高 47,382 67,424

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）

17,598 4,953

当中間期変動額合計 17,598 4,953

当中間期末残高 64,981 72,377
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

純資産合計

前期末残高 559,649 439,300

当中間期変動額

剰余金の配当 △165,009 △5,253

中間純利益 25,833 14,304

土地再評価差額金の取崩 162 31

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

17,598 4,953

当中間期変動額合計 △121,414 14,035

当中間期末残高 438,234 453,336
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(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。 

  

(2) 個別業績の概要(株式会社 熊本ファミリー銀行)

(百万円未満切捨て)

 ○平成23年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 

 1) 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 ％

23年３月期中間期 14,675 0.7 2,098 127.9 2,194 156.0

22年３月期中間期 14,573 △19.6 920 △60.3 857 △60.7

 2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

23年３月期中間期 1,179,120 58,218 4.9

22年３月期 1,157,217 54,606 4.7

(参考) 自己資本 23年３月期中間期 58,218百万円  22年３月期 54,606百万円
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株式会社 熊本ファミリー銀行 

 
  

 ① 中間貸借対照表

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 42,499 21,512

コールローン 13,871 12,794

買入金銭債権 21 24

有価証券 218,527 217,753

貸出金 850,725 849,630

外国為替 594 492

その他資産 15,290 14,680

有形固定資産 19,156 19,499

無形固定資産 4,486 5,118

繰延税金資産 17,027 17,988

支払承諾見返 7,935 8,511

貸倒引当金 △11,017 △10,791

資産の部合計 1,179,120 1,157,217

負債の部

預金 1,083,734 1,065,560

譲渡性預金 7,221 1,126

コールマネー － 6,800

借用金 2,300 －

外国為替 21 24

社債 10,000 10,000

その他負債 7,243 8,057

睡眠預金払戻損失引当金 411 498

その他の偶発損失引当金 15 －

再評価に係る繰延税金負債 2,018 2,031

支払承諾 7,935 8,511

負債の部合計 1,120,902 1,102,610

純資産の部

資本金 26,347 26,347

資本剰余金 26,347 26,347

利益剰余金 2,614 400

株主資本合計 55,308 53,094

その他有価証券評価差額金 2,216 799

土地再評価差額金 692 712

評価・換算差額等合計 2,909 1,511

純資産の部合計 58,218 54,606

負債及び純資産の部合計 1,179,120 1,157,217
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株式会社 熊本ファミリー銀行 

 
  

 ② 中間損益計算書

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 14,573 14,675

資金運用収益 12,277 11,484

（うち貸出金利息） 10,803 10,103

（うち有価証券利息配当金） 1,294 1,154

役務取引等収益 1,978 2,164

その他業務収益 103 995

その他経常収益 213 30

経常費用 13,652 12,577

資金調達費用 1,538 1,175

（うち預金利息） 1,340 985

役務取引等費用 1,149 1,136

その他業務費用 45 75

営業経費 9,101 8,529

その他経常費用 1,817 1,659

経常利益 920 2,098

特別利益 110 109

固定資産処分益 3 0

償却債権取立益 90 109

その他の特別利益 15 －

特別損失 178 17

固定資産処分損 178 17

税引前中間純利益 851 2,190

法人税、住民税及び事業税 9 9

法人税等調整額 △14 △13

法人税等合計 △5 △3

中間純利益 857 2,194
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株式会社 熊本ファミリー銀行 

 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 47,802 26,347

当中間期変動額

減資 △21,454 －

当中間期変動額合計 △21,454 －

当中間期末残高 26,347 26,347

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 47,802 26,347

当中間期変動額

資本準備金の取崩 △21,454 －

当中間期変動額合計 △21,454 －

当中間期末残高 26,347 26,347

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当中間期変動額

減資 21,454 －

資本準備金の取崩 21,454 －

欠損填補 △42,909 －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 47,802 26,347

当中間期変動額

減資 21,454 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △42,909 －

当中間期変動額合計 △21,454 －

当中間期末残高 26,347 26,347

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △42,909 400

当中間期変動額

欠損填補 42,909 －

中間純利益 857 2,194

土地再評価差額金の取崩 21 19

当中間期変動額合計 43,788 2,214

当中間期末残高 878 2,614

利益剰余金合計

前期末残高 △42,909 400

当中間期変動額

欠損填補 42,909 －

中間純利益 857 2,194

土地再評価差額金の取崩 21 19

当中間期変動額合計 43,788 2,214

当中間期末残高 878 2,614
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本合計

前期末残高 52,694 53,094

当中間期変動額

中間純利益 857 2,194

土地再評価差額金の取崩 21 19

当中間期変動額合計 878 2,214

当中間期末残高 53,572 55,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,289 799

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）

1,894 1,417

当中間期変動額合計 1,894 1,417

当中間期末残高 605 2,216

土地再評価差額金

前期末残高 756 712

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）

△21 △19

当中間期変動額合計 △21 △19

当中間期末残高 734 692

評価・換算差額等合計

前期末残高 △532 1,511

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）

1,872 1,397

当中間期変動額合計 1,872 1,397

当中間期末残高 1,339 2,909

純資産合計

前期末残高 52,161 54,606

当中間期変動額

中間純利益 857 2,194

土地再評価差額金の取崩 21 19

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 1,872 1,397

当中間期変動額合計 2,751 3,611

当中間期末残高 54,912 58,218
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(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。 

  

(3) 個別業績の概要(株式会社 親和銀行)

(百万円未満切捨て)

 ○平成23年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 

 1) 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 ％

23年３月期中間期 22,540 5.7 6,783 105.6 6,738 105.6

22年３月期中間期 21,322 △19.9 3,299 ― 3,277 △39.9

 2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

23年３月期中間期 2,042,304 103,774 5.0

22年３月期 2,057,237 95,544 4.6

(参考) 自己資本 23年３月期中間期 103,774百万円  22年３月期 95,544百万円
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株式会社 親和銀行 

 ① 中間貸借対照表

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 68,349 118,396

コールローン 13,656 9,584

商品有価証券 134 130

有価証券 711,939 673,105

貸出金 1,173,752 1,181,707

外国為替 1,215 1,508

その他資産 14,753 12,994

有形固定資産 47,378 46,333

無形固定資産 6,490 7,177

繰延税金資産 11,970 13,227

支払承諾見返 10,981 12,547

貸倒引当金 △18,315 △19,475

資産の部合計 2,042,304 2,057,237

負債の部

預金 1,796,165 1,815,801

譲渡性預金 83,754 84,747

借用金 13,923 15,716

外国為替 22 111

社債 7,500 12,500

その他負債 15,080 8,919

睡眠預金払戻損失引当金 370 454

再評価に係る繰延税金負債 10,732 10,893

支払承諾 10,981 12,547

負債の部合計 1,938,530 1,961,692

純資産の部

資本金 33,128 33,128

資本剰余金 33,128 33,128

利益剰余金 13,850 6,873

株主資本合計 80,106 73,130

その他有価証券評価差額金 9,181 7,690

土地再評価差額金 14,486 14,724

評価・換算差額等合計 23,667 22,414

純資産の部合計 103,774 95,544

負債及び純資産の部合計 2,042,304 2,057,237
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株式会社 親和銀行 

 ② 中間損益計算書

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 21,322 22,540

資金運用収益 16,471 15,353

（うち貸出金利息） 12,832 11,774

（うち有価証券利息配当金） 3,419 3,426

役務取引等収益 4,026 3,721

その他業務収益 251 3,262

その他経常収益 573 204

経常費用 18,022 15,757

資金調達費用 2,414 1,333

（うち預金利息） 1,858 897

役務取引等費用 1,578 1,718

その他業務費用 54 51

営業経費 12,168 12,026

その他経常費用 1,806 628

経常利益 3,299 6,783

特別利益 243 318

固定資産処分益 82 41

償却債権取立益 161 276

特別損失 344 508

固定資産処分損 52 90

減損損失 102 350

その他の特別損失 190 67

税引前中間純利益 3,198 6,592

法人税、住民税及び事業税 18 15

法人税等調整額 △97 △161

法人税等合計 △78 △145

中間純利益 3,277 6,738
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株式会社 親和銀行 

 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 80,831 33,128

当中間期変動額

減資 △47,703 －

当中間期変動額合計 △47,703 －

当中間期末残高 33,128 33,128

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 80,831 33,128

当中間期変動額

資本準備金の取崩 △47,703 －

当中間期変動額合計 △47,703 －

当中間期末残高 33,128 33,128

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当中間期変動額

減資 47,703 －

資本準備金の取崩 47,703 －

欠損填補 △95,407 －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 80,831 33,128

当中間期変動額

減資 47,703 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △95,407 －

当中間期変動額合計 △47,703 －

当中間期末残高 33,128 33,128

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △95,407 6,873

当中間期変動額

欠損填補 95,407 －

中間純利益 3,277 6,738

土地再評価差額金の取崩 212 238

当中間期変動額合計 98,897 6,976

当中間期末残高 3,489 13,850

利益剰余金合計

前期末残高 △95,407 6,873

当中間期変動額

欠損填補 95,407 －

中間純利益 3,277 6,738

土地再評価差額金の取崩 212 238

当中間期変動額合計 98,897 6,976

当中間期末残高 3,489 13,850
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本合計

前期末残高 66,256 73,130

当中間期変動額

中間純利益 3,277 6,738

土地再評価差額金の取崩 212 238

当中間期変動額合計 3,489 6,976

当中間期末残高 69,746 80,106

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,043 7,690

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）

6,795 1,491

当中間期変動額合計 6,795 1,491

当中間期末残高 7,838 9,181

土地再評価差額金

前期末残高 15,456 14,724

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）

△203 △238

当中間期変動額合計 △203 △238

当中間期末残高 15,252 14,486

評価・換算差額等合計

前期末残高 16,499 22,414

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）

6,591 1,252

当中間期変動額合計 6,591 1,252

当中間期末残高 23,091 23,667

純資産合計

前期末残高 82,756 95,544

当中間期変動額

中間純利益 3,277 6,738

土地再評価差額金の取崩 212 238

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

6,591 1,252

当中間期変動額合計 10,081 8,229

当中間期末残高 92,837 103,774
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