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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）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 9,980 4.6 803 223.6 995 221.5

2020年３月期 9,539 △1.4 248 △77.8 309 △72.7

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 107.94 21.37 3.2 0.1 8.1

2020年３月期 △8.12 － 1.0 0.0 2.6
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円
　

(注）前事業年度において、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当た
り当期純損失であるため記載しておりません。

（２）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 633,648 31,898 5.0 770.17

2020年３月期 578,446 30,229 5.2 487.44
(参考) 自己資本 2021年３月期 31,898百万円 2020年３月期 30,229百万円
　

(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）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 38,439 △3,424 △472 97,629

2020年３月期 6,892 △1,988 △474 63,086
　

　

　

２．配当の状況
年間配当金 配当金総額

(合計)
配当性向

純資産
配当率第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 － 10.00 10.00 58 － 1.7

2021年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00 58 9.3 1.6
2022年３月期(予想) － 0.00 － 10.00 10.00 16.0
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３．2022年３月期の業績予想（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)

経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 530 △39.3 490 △43.4 83.09

通期 810 0.8 730 △26.7 62.59
　

※ 注記事項
（１）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
　

（２）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 5,944,490 株 2020年３月期 5,944,490 株

② 期末自己株式数 2021年３月期 47,110 株 2020年３月期 46,535 株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 5,897,682 株 2020年３月期 5,898,367 株
　

　　

※ 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
本資料に掲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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○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。

（Ｂ種優先株式）

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 0 00 － 8 00 8 00

2021年３月期 － 0 00 － 8 00 8 00

2022年３月期（予想） － 0 00 － 8 00 8 00

（Ｄ種優先株式）

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 0 00 － 108 60 108 60

2021年３月期 － 0 00 － 109 60 109 60

2022年３月期（予想） － 0 00 － 110 60 110 60

（Ｅ種優先株式）

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 0 00 － 200 00 200 00

2021年３月期 － 0 00 － 200 00 200 00

2022年３月期（予想） － 0 00 － 200 00 200 00
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

2020年度は新型コロナウイルス感染症に翻弄された１年でした。全国規模で実施された２度に
わたる緊急事態宣言により、国内の移動ばかりでなく、海外との人やモノの往来に大きな制限が
課せられました。新しい生活様式の行動指針でステイホーム等が勧奨され、人の動きが大幅に減
少した結果、運輸業・観光業・宿泊業・飲食業などを中心に需要は激減し、国内経済は急速に悪
化しました。
このような状況を踏まえて、国や自治体により大規模な経済対策支援等が実施され、国内経済

は最悪期を脱して徐々に回復基調にありますが、コロナ禍前の水準にはまだ復調しておらず、依
然として先行き不透明な状況が続いております。
金融環境につきましては、2020年２月ごろからの新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡

大の影響で、国内外の金融市場は大混乱に陥りましたが、その後の各国の政府及び中央銀行によ
る迅速かつ大規模な財政・金融政策により、国際的な金融マーケットは活況を取り戻しました。
日経平均株価も2021年２月には30年ぶりに一時30,000円を突破するなど大きく上昇しました。し
かし、感染力の強い変異株による感染が世界的に再拡大している状況に加え、米中通商問題など
国際政治における懸念材料も多く、金融環境は引き続き不安定な状況が続くと思われます。

そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県においても、新型コロナウイルス感染症に
よる国内外からの旅行客が激減した影響は大きく、主要産業である観光業・宿泊業・飲食業など
を中心に甚大な影響を受けております。国や大分県等による大型の経済対策支援により、景気は
下支えされておりますが、今後の新型コロナウイルス感染症の収束の状況次第では、今後も厳し
い経済環境は継続するものと懸念されております。

このような経営環境のもと、当行は「地域への徹底支援による地元経済の活性化」という基本
方針と３つの取組方針として、

（1）「地域への徹底支援」
（2）「お客さまの満足度向上に向けた取組み」
（3）「経営基盤の強化」

を掲げ、中小企業等のお客さまの成長・発展に向け、円滑な資金供給に努めるとともに、経営改
善支援の取組みを徹底し、地域経済の発展に貢献していくことに全力で取り組み、地元のお客さ
まにとって「地元大分になくてはならない銀行」となることを目指しております。

特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、「Ｖサポート業務」と「経営改善応援フ
ァンド」を施策の中心に据え、取り組んでまいりました。さらに、お客さまの経営改善支援に向
けた新たな取組みとして、「資金繰り安定化ファンド」の取扱いを2020年10月より開始しまし
た。
これら３つの取組みに加え、お客さまの経営改善支援に向けたさまざまな取り組みにより、

2020年度の業績は以下のとおりとなりました。

経常収益は貸出金利息や貸倒引当金戻入益が増加したこと等により、前年度比４億41百万円増

加の99億80百万円となりました。

経常費用は株式等償却の減少等により、前年度比１億14百万円減少の91億76百万円となりまし

た。

この結果、経常利益は前年度比５億55百万円増加の８億３百万円となりました。また、当期純

利益は、前年度比６億86百万円増加の９億95百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

預金は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である特別定額給付金や持続化給付金の交付等

により、前年度末比392億80百万円増加の5,522億79百万円となりました。

貸出金は新型コロナウイルス感染症に対する地元事業者への資金繰り支援に努めた結果、前年

度末比135億14百万円増加し、4,146億54百万円となりました。

有価証券は、前年度末比42億10百万円増加の1,044億75百万円となりました。

　

（株）豊和銀行（8559）　2021年3月期　決算短信

- 5 -



（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、384億39百万円のプラスとなり

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、34億24百万円の

マイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、４億72百万円のマイナスとな

りました。

この結果、現金及び現金同等物は、前年度末比345億42百万円増加し、976億29百万円となりま

した。

（４）今後の見通し

2021年度の通期業績予想につきましては、経常利益は前年度比７百万円増加の８億10百万円、

当期純利益は前年度比２億65百万円減少の７億30百万円としております。

なお、新型コロナウイルス感染症の経済活動等への影響は今後少なくとも１年程度続くものと

想定しておりますが、今後の状況次第では業績に与える影響が変動する可能性があります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当行は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成

しております。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

現金預け金 66,508 100,280

現金 6,680 6,637

預け金 59,827 93,643

有価証券 100,265 104,475

国債 11,076 5,051

地方債 35,030 42,136

社債 34,390 36,363

株式 3,988 4,621

その他の証券 15,779 16,301

貸出金 401,139 414,654

割引手形 2,907 1,975

手形貸付 26,243 23,057

証書貸付 345,716 365,001

当座貸越 26,273 24,619

外国為替 1,965 2,327

外国他店預け 1,965 2,327

その他資産 6,228 9,166

未決済為替貸 44 44

前払費用 18 19

未収収益 355 352

金融派生商品 ― 0

中央清算機関差入証拠金 4,900 8,000

その他の資産 909 750

有形固定資産 6,467 6,481

建物 1,303 1,222

土地 4,793 4,793

リース資産 148 97

建設仮勘定 ― 127

その他の有形固定資産 222 240

無形固定資産 733 639

ソフトウエア 710 635

ソフトウエア仮勘定 22 4

その他の無形固定資産 0 0

前払年金費用 609 596

繰延税金資産 294 204

支払承諾見返 459 457

貸倒引当金 △6,226 △5,635

資産の部合計 578,446 633,648
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

預金 512,998 552,279

当座預金 5,930 7,754

普通預金 220,262 269,180

貯蓄預金 838 883

通知預金 781 856

定期預金 275,186 257,040

定期積金 4,603 4,788

その他の預金 5,396 11,775

譲渡性預金 18,258 14,107

借用金 11,765 30,340

借入金 11,765 30,340

外国為替 15 0

売渡外国為替 15 ―

未払外国為替 0 0

その他負債 3,910 3,798

未決済為替借 138 130

未払法人税等 86 98

未払費用 601 481

前受収益 425 429

給付補填備金 0 0

リース債務 159 105

資産除去債務 165 166

その他の負債 2,332 2,385

賞与引当金 179 202

睡眠預金払戻損失引当金 82 22

再評価に係る繰延税金負債 544 542

支払承諾 459 457

負債の部合計 548,216 601,750

純資産の部

資本金 12,495 12,495

資本剰余金 10,349 10,349

資本準備金 10,349 10,349

利益剰余金 7,020 7,605

利益準備金 873 956

その他利益剰余金 6,147 6,649

繰越利益剰余金 6,147 6,649

自己株式 △91 △91

株主資本合計 29,774 30,359

その他有価証券評価差額金 △612 477

土地再評価差額金 1,067 1,061

評価・換算差額等合計 455 1,539

純資産の部合計 30,229 31,898

負債及び純資産の部合計 578,446 633,648
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

経常収益 9,539 9,980

資金運用収益 7,802 7,900

貸出金利息 7,273 7,339

有価証券利息配当金 489 513

コールローン利息 0 0

預け金利息 38 46

その他の受入利息 0 0

役務取引等収益 1,155 1,130

受入為替手数料 453 436

その他の役務収益 702 693

その他業務収益 35 40

外国為替売買益 1 3

商品有価証券売買益 0 ―

国債等債券売却益 33 37

その他経常収益 545 908

貸倒引当金戻入益 68 504

償却債権取立益 345 158

株式等売却益 18 115

その他の経常収益 113 130

経常費用 9,291 9,176

資金調達費用 209 140

預金利息 197 133

譲渡性預金利息 10 7

コールマネー利息 0 0

借用金利息 0 0

役務取引等費用 1,235 1,203

支払為替手数料 105 101

その他の役務費用 1,130 1,102

その他業務費用 105 51

国債等債券売却損 1 51

国債等債券償却 85 ―

株式交付費償却 18 ―

その他の業務費用 0 0

営業経費 6,488 6,385

その他経常費用 1,252 1,395

貸出金償却 539 363

株式等売却損 49 143

株式等償却 561 155

その他の経常費用 101 733

経常利益 248 803
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

特別利益 198 12

固定資産処分益 186 11

その他の特別利益 11 1

特別損失 79 1

固定資産処分損 2 1

減損損失 76 ―

その他の特別損失 1 0

税引前当期純利益 367 814

法人税、住民税及び事業税 15 17

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△31 ―

法人税等調整額 73 △198

法人税等合計 57 △181

当期純利益 309 995
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自2019年4月1日 至2020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

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 12,495 10,349 10,349 789 6,219 7,009 △90 29,763

当期変動額

剰余金の配当 83 △500 △416 △416

当期純利益 309 309 309

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
118 118 118

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 83 △72 11 △0 10

当期末残高 12,495 10,349 10,349 873 6,147 7,020 △91 29,774

評価・換算差額等

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 165 1,185 1,350 31,114

当期変動額

剰余金の配当 △416

当期純利益 309

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
118

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△777 △118 △895 △895

当期変動額合計 △777 △118 △895 △885

当期末残高 △612 1,067 455 30,229
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　当事業年度(自2020年4月1日 至2021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

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 12,495 10,349 10,349 873 6,147 7,020 △91 29,774

当期変動額

剰余金の配当 83 △500 △416 △416

当期純利益 995 995 995

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
5 5 5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 83 501 584 △0 584

当期末残高 12,495 10,349 10,349 956 6,649 7,605 △91 30,359

評価・換算差額等

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △612 1,067 455 30,229

当期変動額

剰余金の配当 △416

当期純利益 995

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,089 △5 1,084 1,084

当期変動額合計 1,089 △5 1,084 1,668

当期末残高 477 1,061 1,539 31,898

　

（株）豊和銀行（8559）　2021年3月期　決算短信

- 12 -



（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(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

税引前当期純利益 367 814

減価償却費 387 409

減損損失 76 ―

貸倒引当金の増減（△） △327 △590

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △121 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 22

前払年金費用の増減額（△は増加） 7 13

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △59 △60

資金運用収益 △7,802 △7,900

資金調達費用 209 140

有価証券関係損益（△） 650 208

固定資産処分損益（△は益） △180 △9

貸出金の純増（△）減 9,719 △13,514

預金の純増減（△） 2,113 39,280

譲渡性預金の純増減（△） △942 △4,151

借用金の純増減（△） △1,224 18,575

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △2,092 770

外国為替（資産）の純増（△）減 △1,174 △361

外国為替（負債）の純増減（△） 15 △15

資金運用による収入 7,927 7,967

資金調達による支出 △309 △262

その他 △150 △2,914

小計 7,099 38,420

法人税等の還付額 0 87

法人税等の支払額 △206 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,892 38,439

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 △73,649 △80,747

有価証券の売却による収入 738 1,010

有価証券の償還による収入 70,890 76,637

有形固定資産の取得による支出 △243 △241

無形固定資産の取得による支出 △145 △122

有形固定資産の売却による収入 421 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,988 △3,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △57 △58

配当金の支払額 △415 △414

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △474 △472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,429 34,542

現金及び現金同等物の期首残高 58,656 63,086

現金及び現金同等物の期末残高 63,086 97,629
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（５）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)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当行は、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。

【関連情報】

前事業年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

１．サービスごとの情報

(単位：百万円)

貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計

外部顧客に対する
経常収益

7,687 542 1,310 9,539

(注) 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．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90％を超えるため、

記載を省略しております。
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(2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略して

おります。

当事業年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

１．サービスごとの情報

(単位：百万円)

貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計

外部顧客に対する
経常収益

8,002 666 1,311 9,980

(注) 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．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90％を超えるため、

記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略して

おります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当行は、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。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 487円44銭 770円17銭

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） △8円12銭 107円94銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －銭 21円37銭

(注) １．１株当たり純資産額の計算方法

純資産額から優先株式の発行金額26,997百万円及び優先株式配当額359百万円(前事業年度357百万円)

を控除しております。

２．前事業年度において、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上

の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

当期純利益 百万円 309 995

普通株主に帰属しない金額 百万円 357 359

(うち優先株式配当額) 百万円 (357) (359)

普通株式に係る当期純利益 百万円 △47 636

普通株式の期中平均株式数 千株 5,898 5,897

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額 百万円 － 359

(うち優先株式配当額) 百万円 (－) (359)

普通株式増加数 千株 － 40,705

(うち優先株式) 千株 (－) (40,705)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
　１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
　潜在株式の概要

Ｂ種優先株式（発行済株式
数3,000千株）、Ｄ種優先株
式（発行済株式数1,600千
株）及びＥ種優先株式（発
行済株式数799千株）。

　 ―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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4.その他 

該当事項はありません。 
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