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有価証券の
種類別残高

■社債／1,032億円（45.0％）
■地方債／518億円

（22.6％）

■国債／448億円
　　 （19.5％）

■株式／18億円
（0.8％）

■外国証券／219億円（9.6％）
■その他証券／57億円（2.5％）

▶

■コア業務純益

国内基準
4％

■自己資本比率

（億円）

2020年３月末 2021年３月末

6,0346,034

5,596

437

6,131

436

（億円）

2020年３月末 2021年３月末

（2,012） （2,377）

■貸出金　■内）中小企業向け貸出

■預金積金　■預かり資産

（%）

2020年３月末 2021年３月末

15.47%15.47%

（百万円）

2020年３月末 2021年３月末

1,1341,134

15.88%15.88%

2,5532,553
2,9002,900

損益の状況

　2021年 3月末の自己資本比率は15.88％（前
期比 0.41％上昇）となりました。引き続き十分
な水準を維持し、経営体質の健全性、安全性が確
保されています。

　2021年 3月末の預金積金残高は、613,108百万円、前期比53,447百万円（9.5％）の増加となりました。
科目別内訳では、普通預金など要求性預金が前期比 48,625 百万円の増加、定期預金、定期積金合計が 4,785
百万円の増加、外貨預金は微増となりました。外
貨預金を除く人格別残高では、個人預金が
481,764 百万円と前期比 18,748 百万円の増
加、法人預金が 130,799 百万円と同 34,662
百万円の増加となりました。
　預かり資産残高（国債・投資信託・個人年金保険・
終身保険の合計）は 43,662 百万円、前期比
95百万円（0.2％）の減少となりました。
　以上の結果、預金積金と預かり資産の合計残高
は、656,771 百万円、前期比 53,347 百万円
（8.8％）の増加となりました。

　2021 年 3 月末の貸出金残高は、290,062
百万円、前期比 34,721 百万円（13.6%）の大
幅な増加となりました。人格別残高では、法人が
35,249 百万円の増加、個人が 528 百万円の減
少となりました。資金使途別残高では、運転資金
が 38,058 百万円の増加、設備資金が 1,942
百万円の減少、個人住宅関連資金が 1,260 百万
円の減少、個人消費資金が 134 百万円の減少と
なりました。

　2021 年 3 月末の有価証券残高は 229,359
百万円、前期比 9,048 百万円（4.1％）の増加
となりました。評価損益（その他保有目的の有価
証券）は 5,972 百万円の評価益（前期比 162
百万円の減少）となっています。有価証券での運
用は、流動性の高い公共債を中心としております。

　経常収益の内訳は、貸出金利息が残高増加によ
り 4,473 百万円（前期比 424 百万円の増加）、
有価証券などの運用収益は利回り低下により
2,072 百万円（同 217 百万円の減少）、役務取
引等収益は 793 百万円（同 37 百万円の減少）、
その他業務収益は97百万円（同83百万円の増加）
となりました。その他経常収益は株式等売却益の
減少により 205 百万円（同 877 百万円の減少）
となりました。
　一方、経常費用の内訳は、預金利息などの調達
費用が 488 百万円（前期比 84 百万円の増加）、
経費については、人件費 3,362 百万円（同 99
百万円の増加）、物件費 1,668 百万円（同 81 百
万円の減少）等です。その他業務費用は、外国為
替売買損の減少により 1 百万円（同 319 百万円
の減少）、その他経常費用は、貸出金償却や貸倒引
当金繰入の減少により 277 百万円（同 914 百万
円の減少）となりました。
　なお、コア業務純益は 1,369 百万円と前期比
235百万円の増加となりました。

自己資本比率の状況

預金積金・預かり資産の状況

貸出金の状況

有価証券の状況

　収益面においては、経常収益が 7,702 百万円（前期比 809 百
万円の減少）、経常費用が 6,624 百万円（同 954 百万円の減少）
となりました。経常利益は1,078百万円（同145百万円の増加）、
特別損失 1 百万円計上後の税引前当期純利益は 1,077 百万円（同
145 百万円の増加）となりました。法人税、住民税及び事業税
370 百万円、法人税等調整額 20 百万円を減算した当期純利益は
727 百万円（同 107 百万円の減少）となりました。
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