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 (注)金額は百万円未満、比率は小数点第1位未満を切り捨てて表示しております。

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 99,791 △15.4 23,113 △44.6 21,433 △15.3 

2020年3月期 118,008 △15.4 41,763 － 25,324 － 
 

(注)包括利益  2021年3月期 30,036百万円 (97.7％)  2020年3月期 15,192百万円 (－％) 
  

 
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 92.52 － 7.9 0.6 23.1 

2020年3月期 109.32 － 10.1 1.2 35.3 
 

(参考)持分法投資損益  2021年3月期 －百万円  2020年3月期 5百万円 
(注)「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 
（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 3,550,415 285,770 8.0 1,233.18 

2020年3月期 3,481,579 256,892 7.3 1,108.48 
 

(参考) 自己資本  2021年3月期 285,665百万円  2020年3月期 256,781百万円 

(注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計－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。 

 
（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 203,686 △129,269 △1,158 943,263 

2020年3月期 460,788 △7,865 △596 870,004 
 
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 － 0.00 － 5.00 5.00 1,158 4.5 0.4 

2021年3月期 － 0.00 － 5.00 5.00 1,158 5.4 0.4 

2022年3月期(予想) － 0.00 － 5.00 5.00  16.5  
 
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) 44,000 △13.5 △2,000 － △2,500 － △10.79 

通 期 87,000 △12.8 8,000 △65.3 7,000 △67.3 30.21 
  
  



 
※ 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 232,139,248株 2020年3月期 232,139,248株 

② 期末自己株式数 2021年3月期 490,315株 2020年3月期 489,165株 

③ 期中平均株式数 2021年3月期 231,649,482株 2020年3月期 231,650,564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 89,217 △14.5 19,982 △50.0 18,941 △22.6 

2020年3月期 104,464 △18.0 39,991 － 24,474 － 
  

 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 81.76 － 

2020年3月期 105.65 － 

  

（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 3,527,376 265,162 7.5 1,144.67 

2020年3月期 3,469,060 245,218 7.0 1,058.57 
 

(参考)自己資本  2021年3月期 265,162百万円  2020年3月期 245,218百万円 
(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。 

  

２．2022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)

 

※ 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 

本資料に記載されている業績予想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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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 

第２四半期(累計) 39,500 △12.5 △2,500 － △3,000 － △12.95 

通 期 78,000 △12.5 7,000 △64.9 6,000 △68.3 25.90 
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

連結ベースの損益の状況につきまして、経常収益は、貸出金利息の減少による資金運用収益の減少等に

より、前期比 182 億 17 百万円減少の 997 億 91 百万円となりました。経常費用については、営業経費は減少

しましたが、与信費用の増加等により、前期比 4 億 32 百万円増加の 766 億 77 百万円となりました。この結果、

経常利益は、前期比 186 億 50 百万円減少し、231 億 13 百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純

利益は、前期比 38 億 91 百万円減少し、214 億 33 百万円となりました。 

 

なお、当社（単体）の損益の状況については次のとおりです。（カッコ内は、前期比増減額） 

① 業務粗利益 

業務粗利益は、資金利益の減少（91 億 59 百万円）等により、前期比 78 億 10 百万円減少の 

725 億 35 百万円となりました。 

② 経費 

経費は、前期比 34 億 43 百万円減少の 403 億 37 百万円となりました。 

③ 業務純益 

コア業務純益は、資金利益の減少等により、前期比 51 億 94 百万円減少の 311 億 40 百万円と 

なりました。 

業務純益は、一般貸倒引当金繰入額の減少等により、前期比 135 億 67 百万円増加の 

501 億 31 百万円となりました。 

 ※コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券損益 

④経常利益 

経常利益は、与信費用の増加等により、前期比 200 億 9 百万円減少の 199 億 82 百万円と 

なりました。 

④ 当期純利益 

当期純利益は、与信費用の増加等により、前期比 55 億 33 百万円減少の 189 億 41 百万円と 

なりました。 

⑤ 与信費用 

一般貸倒引当金繰入額は、179 億 33 百万円の減少となりました。不良債権処理額は、前期比 

281 億 40 百万円増加し、321 億 79 百万円となりました。この結果、与信費用は、前期比 104 億 37 百万

円増加の 142 億 46 百万円となりました。 

実質与信費用は、前期比 98 億 31 百万円増加の 122 億 88 百万円となりました。 

※与信費用＝一般貸倒引当金繰入額＋不良債権処理額－貸倒引当金戻入益 

※実質与信費用＝与信費用－償却債権取立益 
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（２）当期の財政状態の概況 

連結ベースの主要勘定につきまして、貸出金の期末残高は、個人ローン（単体）が前期末比 2,315 億 16 百

万円減少し、全体では 1,832 億 78 百万円減少の 2 兆 3,195 億 60 百万円となりました。有価証券の期末残高

は、前期末比 1,334 億 86 百万円増加の 2,673 億 46 百万円となりました。預金の期末残高は、前期末比 411

億 49 百万円増加の 3 兆 2,459 億 40 百万円となりました。 

 

なお、当社（単体）の主要勘定については次のとおりです。 

① 貸出金 

貸出金の期末残高は、前期末比 1,851 億 75 百万円減少の 2 兆 3,109 億 82 百万円となりました。個

人ローン期末残高は、前期末比 2,315 億 16 百万円減少の 2 兆 755 億円となりました。貸出金の期中平

均残高は、前期比 2,500 億 9 百万円減少の 2 兆 4,147 億 55 百万円となりました。 

② 有価証券 

有価証券の期末残高は、前期末比 1,327 億 10 百万円増加の 2,704 億 39 百万円となりました。 

③ 繰延税金資産・負債 

繰延税金資産は、前期末比 15 億 47 百万円減少の 132 億 84 百万円の計上となりました。 

④ 預金 

預金の期末残高は、前期末比 396 億 60 百万円増加の 3 兆 2,504 億 83 百万円となりました。 

円貨個人預金の期末残高は、前期末比 1,220 億 99 百万円増加の 2 兆 6,333 億 81 百万円となりました。

預金の期中平均残高は、前期比 951 億 96 百万円増加の 3 兆 1,944 億 88 百万円となりました。 

 

連結ベースのキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加

に加え、貸出金の減少等による収入により 2,036 億 86 百万円の収入超過（前期は 4,607 億 88 百万円の収入

超過）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、1,292 億 69

百万円の支出超過（前期は 78 億 65 百万円の支出超過）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、

配当金の支払による支出等により 11 億 58 百万円の支出超過（前期は 5 億 96 百万円の支出超過）となりま

した。 

その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比 732 億 59 百万円増加し、9,432 億 63 百万円 

（前期末は 8,700 億 4 百万円）となりました。 
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（３）今後の見通し 

当社の 2022 年 3 月期の業績予想は次のとおりです。 

 

＜連結＞ 

 中 間 期 通 期 

経 常 収 益 44,000 百万円 87,000 百万円 

経 常 利 益 △2,000 百万円 8,000 百万円 

親 会 社 株 主に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
 △2,500 百万円 7,000 百万円 

 

＜単体＞ 

 中 間 期 通 期 

経 常 収 益 39,500 百万円 78,000 百万円 

コ ア 業 務 純 益 11,500 百万円 23,000 百万円 

業 務 純 益 20,500 百万円 23,000 百万円 

経 常 利 益 △2,500 百万円  7,000 百万円 

当 期 純 利 益 △3,000 百万円 6,000 百万円 
   

実 質 与 信 費 用 14,000 百万円 16,000 百万円 
   

ＲＯＥ（当期純利益ベース） △2.32 ％ 2.33 ％ 

 

（注）本資料に記載されている業績予想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、その達成を当社として約束する趣旨のもの

ではありません。また、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。 

 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準

に基づき連結財務諸表を作成する方針であります。 

なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢等を考慮のうえ、適切に対応していく方針でありま

す。 
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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

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021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 31,858 22,772

減価償却費 6,346 5,524

減損損失 9,451 568

のれん償却額 129 129

貸倒引当金の増減（△） △26,096 △25,968

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 35 6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △19 △2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,715 △1,191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23 △270

株式報酬引当金の増減額（△は減少） ― 183

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △152 59

偶発損失引当金の増減（△） 28 △49

資金運用収益 △94,016 △83,163

資金調達費用 1,578 1,563

有価証券関係損益（△） △5,520 △1,126

金銭の信託の運用損益（△は益） 32 △31

固定資産処分損益（△は益） 465 △226

新株予約権戻入益 △12 ―

商品有価証券の純増（△）減 △13 77

貸出金の純増（△）減 401,548 183,277

預金の純増減（△） 45,187 41,148

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△740 ―

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 97 △4,372

コールローン等の純増（△）減 496 △18,934

外国為替（資産）の純増（△）減 192 △1,108

外国為替（負債）の純増減（△） △13 2

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △70 931

金融商品等差入担保金の純増（△）減 10,005 168

資金運用による収入 95,057 83,929

資金調達による支出 △1,502 △1,056

その他 △630 △2,029

小計 476,470 200,810

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △15,681 2,875

営業活動によるキャッシュ・フロー 460,788 203,686
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

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 △32,926 △151,298

有価証券の売却による収入 23,019 18,988

有価証券の償還による収入 4,624 3,854

金銭の信託の増加による支出 △430 ―

金銭の信託の減少による収入 ― 847

有形固定資産の取得による支出 △1,102 △1,927

有形固定資産の売却による収入 182 2,970

無形固定資産の取得による支出 △1,234 △2,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,865 △129,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 ― △1,158

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△596 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △596 △1,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452,324 73,259

現金及び現金同等物の期首残高 417,679 870,004

現金及び現金同等物の期末残高 870,004 943,263
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（継 続 企 業 の前 提 に関 する注 記 ） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（表 示 方 法 の変 更 ） 

前連結会計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた法人税等の還 

付額は、金額的重要性が増したため、当連結会計期間より「法人税等の支払額又は還付額（△は支払）」

に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計期間の連結財務諸表の組替えを

行っております。 

この結果、前連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示していた△627 百万円は△630 百万円に、「法人税等の支払額又は還付額（△は支

払）」に表示していた△15,683 百万円は△15,681 百万円として組替えております。 
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(セグメント情報) 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、銀行業務を中心に行う当社と、貸金業務、リース業務、事務処理代行業務、クレジットカ

ード業務、保証業務等を行う連結子会社から構成されております。当社グループの報告セグメントは「銀行」及

び「保証業」としております。「銀行」は、預金業務、貸出業務、為替業務等を行っております。「保証業」は、保

証業務を行っております。 

当社グループは、「銀行」を報告セグメントとしておりましたが、当連結会計期間より、従来「その他」に含ま

れていた「保証業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しておりま

す。 
 

２．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 
セグメント間の内部経常収益は、第三者取引価格に基づいております。 

 

３．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) （単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 銀行 保証業 

経常収益       

外部顧客に対する経常収益 89,026 3,187 7,577 99,791 － 99,791 

セグメント間の内部経常収益 191 160 1,478 1,830 △1,830 － 

計 89,217 3,348 9,056 101,622 △1,830 99,791 

セグメント利益 19,982 2,089 1,171 23,243 △129 23,113 

セグメント資産 3,527,376 564 41,758 3,569,699 △19,284 3,550,415 

その他の項目       

減価償却費 5,335 24 165 5,524 － 5,524 

減損損失 537 － 30 568 － 568 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 4,383 4 244 4,631 － 4,631 

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない連結子会社の行う貸金業務、リース業務、事務処

理代行業務、クレジットカード業務等であります。 

３．調整額は、次のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額△129百万円は、のれんの償却額△129百万円、セグメント間の取引消去額 

   △0百万円を含んでおります。 

（２）セグメント資産の調整額△19,284百万円は、セグメント間の相殺額等△28,369百万円、退職給付に

係る資産の調整額9,084百万円であります。 

４．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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((((１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり情報情報情報情報))))    

    

当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度    

((((自自自自    2020202020202020年年年年4444月月月月１１１１日日日日    

至至至至    2021202120212021年年年年3333月月月月31313131日日日日))))    

１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり純資産額純資産額純資産額純資産額    円円円円    1,2331,2331,2331,233....11118888    

１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純当期純当期純当期純利益利益利益利益    円円円円    92.5292.5292.5292.52    

潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    円円円円    －－－－    

    （（（（注注注注））））算定上算定上算定上算定上のののの基礎基礎基礎基礎はははは以下以下以下以下のとおりでありますのとおりでありますのとおりでありますのとおりであります。。。。    

１１１１．．．．    １１１１株当株当株当株当たりたりたりたり純資産額純資産額純資産額純資産額    

        

当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度    

（（（（2021202120212021年年年年3333月月月月31313131日日日日））））    

純資産純資産純資産純資産のののの部部部部のののの合計額合計額合計額合計額    百万円百万円百万円百万円    285285285285,,,,770770770770    

純資産純資産純資産純資産のののの部部部部のののの合計額合計額合計額合計額からからからから控除控除控除控除するするするする金額金額金額金額    百万円百万円百万円百万円    104104104104    

うちうちうちうち新株予約権新株予約権新株予約権新株予約権    百万円百万円百万円百万円    －－－－    

うちうちうちうち非支配非支配非支配非支配株主持分株主持分株主持分株主持分    百万円百万円百万円百万円    104104104104    

普通株式普通株式普通株式普通株式にににに係係係係るるるる期末期末期末期末のののの純資産額純資産額純資産額純資産額    百万円百万円百万円百万円    285,665285,665285,665285,665    

１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり純資産額純資産額純資産額純資産額のののの算定算定算定算定にににに用用用用いられたいられたいられたいられた    

期末期末期末期末のののの普通株式普通株式普通株式普通株式のののの数数数数    

千株千株千株千株    231,648231,648231,648231,648    

２２２２....    １１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純当期純当期純当期純利益利益利益利益    

        

当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度当連結会計年度    

((((自自自自    2020202020202020年年年年4444月月月月１１１１日日日日    

至至至至    2021202120212021年年年年3333月月月月31313131日日日日))))    

１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純当期純当期純当期純利益利益利益利益        

親会社株主親会社株主親会社株主親会社株主にににに帰属帰属帰属帰属するするするする当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    百万円百万円百万円百万円    21,21,21,21,433433433433    

普通株主普通株主普通株主普通株主にににに帰属帰属帰属帰属しないしないしないしない金額金額金額金額    百万円百万円百万円百万円    －－－－    

普通株式普通株式普通株式普通株式にににに係係係係るるるる親会社株主親会社株主親会社株主親会社株主にににに帰属帰属帰属帰属するするするする

当期純当期純当期純当期純利益利益利益利益    

百万円百万円百万円百万円    22221111,,,,433433433433    

普通株式普通株式普通株式普通株式のののの期中平均株式数期中平均株式数期中平均株式数期中平均株式数    千株千株千株千株    231,649231,649231,649231,649    

３３３３....    潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後潜在株式調整後１１１１株当株当株当株当たりたりたりたり当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益についてはについてはについてはについては、、、、潜在株式潜在株式潜在株式潜在株式がががが存在存在存在存在しないためしないためしないためしないため記載記載記載記載しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。    

    

    

((((重 要重 要重 要重 要 なななな後 発 事 象後 発 事 象後 発 事 象後 発 事 象 ))))     

該当事項該当事項該当事項該当事項はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    
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