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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 43,003 0.0 2,324 △53.1 1,470 △54.3

2019年3月期 42,984 △3.5 4,959 △18.4 3,218 △25.0

（注）包括利益 2020年3月期　　△9,897百万円 （―％） 2019年3月期　　1,124百万円 （△70.8％）

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 ％ ％ ％

2020年3月期 72.48 ― 1.2 0.0 5.4

2019年3月期 158.53 158.37 2.6 0.1 11.5

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019年3月期 ―百万円

(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

2020年3月期 3,185,755 109,088 3.4 5,376.71

2019年3月期 3,043,392 120,125 3.9 5,927.63

（参考） 自己資本 2020年3月期 109,088百万円 2019年3月期 120,125百万円

（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。

(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

2020年3月期 86,983 △73,322 △1,225 392,598

2019年3月期 117,335 △27,084 △1,642 380,164

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 ％ ％

2019年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 1,223 37.8 1.0

2020年3月期 ― 30.00 ― 25.00 55.00 1,121 75.8 1.0

2021年3月期(予想) ― 25.00 ― 25.00 50.00 63.4



3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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) 19,600 △7.7 1,100 △50.7 700 △57.2 34.50

通期 39,000 △9.3 2,400 3.2 1,600 8.8 78.86

※ 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） 2020年3月期 20,512,161 株 2019年3月期 20,512,161 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 223,051 株 2019年3月期 246,779 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 20,282,525 株 2019年3月期 20,303,106 株

（注）期末自己株式数には、ＢＩＰ信託が保有する当行株式数（2020年3月期94千株、2019年3月期119千株）を含めております。

（参考）個別業績の概要

1. 2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 33,186 △1.5 1,772 △62.7 1,250 △61.7

2019年3月期 33,722 △4.2 4,751 △16.4 3,266 △22.6

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

2020年3月期 61.63 ―

2019年3月期 160.89 160.72

(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

2020年3月期 3,172,791 101,209 3.1 4,988.35

2019年3月期 3,031,536 112,266 3.7 5,539.79

（参考） 自己資本 2020年3月期 101,209百万円 2019年3月期 112,266百万円

（注）「自己資本比率」は、期末純資産の部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. 2021年 3月期の個別業績予想（2020年 4月 1日～2021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) 15,000 △9.4 1,000 △52.3 1,000 △40.7 49.28

通期 29,200 △12.0 1,900 7.2 1,600 28.0 78.86

※ 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

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績・財政状態に関する分析 
 

(1) 経営成績に関する分析 

2019年度の国内経済は、消費税率引き上げや台風等の自然災害が景気に一定の影響を及ぼしたものの、

堅調な企業業績や雇用・所得状況を背景に、年末までは引き続き緩やかな回復基調で推移しました。 

この間の青森県経済は、緩やかな回復が続きました。需要項目別にみますと、個人消費は消費税率引

き上げによる影響が一部であったものの、コンビニエンスストアやドラッグストア等の新規出店・改装

や品揃え強化等を背景に、引き続き堅調に推移しました。一方、住宅投資および公共投資は、横ばい圏

内の動きとなりました。生産面においては、スマートフォン向け部品の増加や医療機器向けが高水準で

推移したことなどから緩やかな増加基調が続きました。 

そうしたなか発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、国内経済は年度

末にかけて極めて厳しい状況となり、金融資本市場も大きく動揺しました。今後についても国内経済の

更なる下振れリスクが強まっております。また、青森県経済もこうした影響を避けられず、宿泊業・飲

食サービス業、観光関連産業等を中心に急激に減速しました。先行きについても幅広い業種で厳しい状

況が続くものと見込まれております。 

以上のような経営環境の中、当期の連結経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。 

経常収益につきましては、貸出金利息などの資金運用収益が減少したものの、連結子会社の売上増加等

により前期比 19百万円増収の 430 億 3 百万円となりました。一方経常費用は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響による株式市場等の下落により有価証券関係損失が増加（前期比＋22 億円）したことに加

え、今後の経営環境等を踏まえた予防的な引当も含め、与信費用も増加（前期比＋9 億円）したことを

要因として、前期比 26 億 54 百万円増加して 406 億 79 百万円となりました。この結果、経常利益は前期

比 26 億 35 百万円減益の 23 億 24 百万円となったほか、親会社株主に帰属する当期純利益につきまして

も、前期比 17 億 48 百万円減益の 14 億 70 百万円となりました。 

事業の種類別では、銀行業務部門のセグメント利益は 18 億 5百万円、リース業務部門のセグメント利

益は 4億 38 百万円、その他の業務部門のセグメント利益は 4 億 62 百万円となりました。 

2020 年度の業績予想につきましては、2019 年度に新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、株

式や投資信託等を売却したことを要因とする運用資産の縮小等により、有価証券利息を中心に資金運用

収益が大きく減少する見込みであることから、経常収益は前期比 40 億円減収の 390 億円を見込んでおり

ます。一方利益面においては、新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案し、一定の与信費用の発生を

見込んでおりますが（2019 年度比＋2億円の 11 億円）、有価証券関係損益が大きく改善（同＋26 億円）

することを主因として、経常利益 24 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 16 億円といずれも前期比

増益を見込んでおります。また、銀行単体の業績見通しにつきましては、経常収益 292 億円、経常利益

19 億円、当期純利益 16 億円を見込んでおります。 

※業績予想については、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、新型コロナウイルス感染症によるお取引先等への影響など様々な要因によ

り、大きく変動する可能性があります。業績予想に修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたし

ます。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債等の状況 

譲渡性預金を含めた総預金につきましては、個人預金が引き続き堅調に推移したことから、期末残

高は期中 371 億円増加して、2兆 6,414 億円となりました。 

貸出金につきましては、一般法人向け貸出、個人向け貸出および公共貸出いずれも増加したことか

ら、期末残高は期中 417 億円増加し、1兆 7,908 億円となりました。 

有価証券につきましては、運用資産の効率化を図る一方で、市場動向を注視し適切な運用に努めま

した結果、国内債券を中心に期中 439 億円増加して、8,626 億円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期中 124 億 34 百万円増

加して、期末残高は 3,925 億 98 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金収支は、借用金の増加金額が減少したことにより、前連結会計年度に比べ 303

億 52 百万円減少し、869 億 83 百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金収支は、有価証券の償還による収入の減少により、前連結会計年度に比べ 462

億 38 百万円減少し、733 億 22 百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金収支は、自己株式の取得による支出の減少により、前連結会計年度に比べ 4 億

17 百万円増加し、12 億 25 百万円の減少となりました。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当行は、銀行としての公共的使命を全うするため、長期にわたり経営基盤の拡充に努めるとともに、

安定的な配当の継続を維持することを基本方針としております。 

当期につきましては、中間配当として１株当たり 30 円を実施し、期末配当は、当期の業績等を踏まえ、

１株当たり 25 円とする予定であります。これにより 2019 年度の年間配当金は、１株当たり 55 円となり

ます。 

なお、今後につきましても、地域経済の活性化に資するべく、内部留保の着実な積み上げにより経営

体質の強化を図り、株主価値の増大に努めるとともに、基本方針に則り適切な利益配分を実施してまい

りたいと考えております。上記方針のもと、次期の配当につきましては、中間配当として 1株当たり 25

円、期末配当は 1株当たり 25 円とし、年間配当金は１株当たり 50 円とする予定であります。 
 
２．企業集団の状況 
 
（1）事業の内容 

 当行グループは当行及び連結子会社６社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サー

ビスに係る事業を行っております。 
 

（2）事業系統図 

 

注１．2019 年 10 月１日付であおもり創生パートナーズ株式会社を設立しております。 

   ２．当行と青銀ビジネスサービス株式会社は、2020 年４月１日を効力発生日として、当行を存続会社

とする吸収合併を行っております。   
 

  
３． 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 
当行グループは、青森県を中心とした国内を主な拠点としていることから、会計基準につきましては日

本基準を適用しております。ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の導入につきましては、外国人株主の増加や
国内他の金融機関のＩＦＲＳ採用動向を踏まえつつ、適切に対応していく方針であります。 

  
 

 
銀行業務部門 

   
銀行業務 

  
本店ほか支店 87 か店 出張所 7か店 

青
森
銀
行
グ
ル
ー
プ 

  
 

 
 

 
    

     
   

 
    

   
周辺業務 

  
子会社２社 

青銀甲田株式会社 

 
     

  
 

青銀ビジネスサービス株式会社 

 
 

  
  

     
  

 
  

リース業務部門 
   

リース業務 
  

子会社１社 あおぎんリース株式会社 
  

 
 

 
 

    
      

   
 

   
 

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業務 
  

子会社１社 あおぎんカードサービス株式会社 
 

  
  

 
 

    
 

      
   

 
 

その他の業務部門 
  

信用保証業務 
  

子会社１社 あおぎん信用保証株式会社  
   

  
 

     
 

        
     

 
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 

  
子会社１社 あおもり創生パートナーズ株式会社 
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

現金預け金 381,730 393,786

コールローン及び買入手形 ― 15,000

買入金銭債権 2,555 2,604

金銭の信託 ― 9,980

有価証券 818,744 862,675

貸出金 1,749,075 1,790,855

外国為替 1,359 2,320

リース債権及びリース投資資産 14,647 15,770

その他資産 40,773 57,915

有形固定資産 21,242 21,484

建物 6,662 6,557

土地 10,706 10,612

建設仮勘定 123 856

その他の有形固定資産 3,751 3,457

無形固定資産 1,883 1,678

ソフトウエア 1,791 1,632

その他の無形固定資産 92 46

退職給付に係る資産 2,835 2,587

繰延税金資産 462 2,109

支払承諾見返 16,154 15,559

貸倒引当金 △8,065 △8,573

投資損失引当金 △7 ―

資産の部合計 3,043,392 3,185,755

負債の部

預金 2,429,851 2,471,936

譲渡性預金 174,466 169,497

コールマネー及び売渡手形 13,793 8,129

債券貸借取引受入担保金 1,629 49,125

借用金 267,334 320,441

外国為替 59 32

その他負債 13,752 39,126

賞与引当金 611 586

役員賞与引当金 14 22

退職給付に係る負債 186 106

役員退職慰労引当金 14 13

株式給付引当金 176 127

睡眠預金払戻損失引当金 528 420

繰延税金負債 3,135 ―

再評価に係る繰延税金負債 1,557 1,541

支払承諾 16,154 15,559

負債の部合計 2,923,266 3,076,666
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

純資産の部

資本金 19,562 19,562

資本剰余金 12,916 12,916

利益剰余金 72,038 72,188

自己株式 △875 △791

株主資本合計 103,641 103,875

その他有価証券評価差額金 16,242 6,855

繰延ヘッジ損益 △1,881 △3,670

土地再評価差額金 2,356 2,453

退職給付に係る調整累計額 △234 △425

その他の包括利益累計額合計 16,483 5,212

純資産の部合計 120,125 109,088

負債及び純資産の部合計 3,043,392 3,185,755
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

経常収益 42,984 43,003

資金運用収益 24,777 23,935

貸出金利息 17,414 16,713

有価証券利息配当金 7,338 7,193

コールローン利息及び買入手形利息 1 13

預け金利息 14 13

その他の受入利息 8 1

役務取引等収益 6,267 6,255

その他業務収益 503 529

その他経常収益 11,435 12,283

貸倒引当金戻入益 229 ―

償却債権取立益 4 2

その他の経常収益 11,200 12,280

経常費用 38,025 40,679

資金調達費用 909 826

預金利息 576 377

譲渡性預金利息 38 40

コールマネー利息及び売渡手形利息 7 △30

債券貸借取引支払利息 2 10

借用金利息 31 33

その他の支払利息 252 394

役務取引等費用 2,685 2,752

その他業務費用 927 1,721

営業経費 22,792 22,413

その他経常費用 10,709 12,964

貸倒引当金繰入額 ― 777

その他の経常費用 10,709 12,186

経常利益 4,959 2,324

特別利益 141 7

固定資産処分益 18 7

新株予約権戻入益 122 ―

特別損失 508 316

固定資産処分損 261 169

減損損失 98 146

株式給付引当金繰入額 149 ―

税金等調整前当期純利益 4,592 2,015

法人税、住民税及び事業税 845 485

法人税等調整額 528 59

法人税等合計 1,373 545

当期純利益 3,218 1,470

親会社株主に帰属する当期純利益 3,218 1,470
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 3,218 1,470

その他の包括利益 △2,094 △11,367

その他有価証券評価差額金 △368 △9,386

繰延ヘッジ損益 △1,822 △1,789

土地再評価差額金 1 ―

退職給付に係る調整額 95 △190

包括利益 1,124 △9,897

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,124 △9,897
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（３）連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019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

当期首残高 19,562 12,916 69,981 △500 101,959

当期変動額

剰余金の配当 △1,222 △1,222

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,218 3,218

自己株式の取得 △420 △420

自己株式の処分 △7 45 38

土地再評価差額金の

取崩
67 67

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 2,056 △374 1,682

当期末残高 19,562 12,916 72,038 △875 103,641

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価差額

金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 16,611 △58 2,423 △330 18,646 152 120,758

当期変動額

剰余金の配当 △1,222

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,218

自己株式の取得 △420

自己株式の処分 38

土地再評価差額金の

取崩
67

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△368 △1,822 △66 95 △2,162 △152 △2,314

当期変動額合計 △368 △1,822 △66 95 △2,162 △152 △632

当期末残高 16,242 △1,881 2,356 △234 16,483 ― 120,125
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当連結会計年度(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

当期首残高 19,562 12,916 72,038 △875 103,641

当期変動額

剰余金の配当 △1,223 △1,223

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,470 1,470

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 85 85

土地再評価差額金の

取崩
△96 △96

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 150 83 233

当期末残高 19,562 12,916 72,188 △791 103,875

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価差額

金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 16,242 △1,881 2,356 △234 16,483 120,125

当期変動額

剰余金の配当 △1,223

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,470

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 85

土地再評価差額金の

取崩
△96

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△9,386 △1,789 96 △190 △11,270 △11,270

当期変動額合計 △9,386 △1,789 96 △190 △11,270 △11,037

当期末残高 6,855 △3,670 2,453 △425 5,212 109,088
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020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 4,592 2,015

減価償却費 1,686 1,780

減損損失 98 146

貸倒引当金の増減（△） △1,052 508

投資損失引当金の増減額（△は減少） 4 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △31 247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △181 △79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △1

株式給付引当金の増減額（△は減少） 176 △49

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △21 △108

資金運用収益 △24,777 △23,935

資金調達費用 909 826

有価証券関係損益（△） 9 1,229

金銭の信託の運用損益（△は運用益） ― 19

為替差損益（△は益） 466 836

固定資産処分損益（△は益） 242 162

商品有価証券の純増（△）減 200 ―

貸出金の純増（△）減 △17,119 △41,780

預金の純増減（△） 46,564 42,085

譲渡性預金の純増減（△） 14,520 △4,968

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

75,771 53,107

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △640 378

コールローン等の純増（△）減 △42 △15,049

コールマネー等の純増減（△） △6,840 △5,664

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,629 47,496

外国為替（資産）の純増（△）減 205 △960

外国為替（負債）の純増減（△） 31 △27

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △1,076 △1,123

資金運用による収入 25,649 24,817

資金調達による支出 △1,028 △871

その他 △1,774 6,442

小計 118,165 87,455

法人税等の支払額 △830 △472

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,335 86,983

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 △283,249 △299,037

有価証券の売却による収入 56,985 58,743

有価証券の償還による収入 201,435 179,005

金銭の信託の増加による支出 ― △10,000

有形固定資産の取得による支出 △1,894 △1,582

有形固定資産の売却による収入 285 49

無形固定資産の取得による支出 △647 △501

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,084 △73,322
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,222 △1,223

自己株式の取得による支出 △420 △2

自己株式の売却による収入 0 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,642 △1,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,609 12,434

現金及び現金同等物の期首残高 291,554 380,164

現金及び現金同等物の期末残高 380,164 392,598
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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。 

 

（セグメント情報） 

  １．報告セグメントの概要 

    当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が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。 

当行グループは国内において銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業活動を展開しています。 

    従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業務」及び「リース業務」   
   の２つを報告セグメントとしております。 
    「銀行業務」は主に預金業務や貸出業務、有価証券投資業務や為替業務等の金融取引を行っております。「リー

ス業務」は主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。 
  

 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 

    報告されている事業セグメントの会計処理方法は、当行の連結財務諸表作成の会計処理方法と同一であります。 
    セグメント間の内部経常収益は第三者間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 2019年４月１日 至 2020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 銀行業務 リース業務 計 

経常収益        

  (1) 外部顧客に対する 
      経常収益 

32,813 4,910 37,724 5,279 43,003 ― 43,003 

  (2) セグメント間の内部 
      経常収益 

467 291 759 486 1,246  △1,246 ― 

計 33,281 5,202 38,484 5,766 44,250 △1,246 43,003 

セグメント利益 1,805 438 2,244 462 2,706 △382 2,324 

セグメント資産 3,173,503 17,301 3,190,805 23,829 3,214,635 △28,879 3,185,755 

その他の項目 
 減価償却費 
 資金運用収益 
 資金調達費用 
 有形固定資産及び無形固  
 定資産の増加額 

 
1,679 
24,340 

793 
 

1,985 

 
99 
17 
52 
 

96 

 
1,778 
24,357 

846 
 

2,082 

 
1 

111 
43 
 
3 

 
1,780 
24,469 

890 
 

2,085 

 
― 

△533 
△63 

 
― 

 
1,780 
23,935 
 826 

 
2,085 

(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。また、差異調整につきましては、経常収益と連結 
損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。 

 ２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、割賦販売業務、クレジットカード 
業務及び信用保証業務等を含んでおります。 

 ３．調整額は、以下のとおりであります。 
    （1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。  
    （2）セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権等の相殺消去及び退職給付に係る資産の調整額であります。  
    （3）資金運用収益の調整額は、セグメント間の貸出金利息等の相殺消去であります。  
    （4）資金調達費用の調整額は、セグメント間の借用金利息等の相殺消去であります。  

 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。 
 

（１株当たり情報) 

   前連結会計年度 
(自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 5,927.63 5,376.71 

１株当たり当期純利益 円 158.53 72.48 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 158.37 ― 

（注）１.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 
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２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 
  前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

純資産の部の合計額 百万円 120,125 109,088 

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 ― ― 

 うち新株予約権 百万円 ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 120,125 109,088 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数 千株 20,265 20,289 

 

３．１株当たり当期純利益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。 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

 １株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 3,218 1,470 

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ― 

普通株式に係る親会社株主に 

帰属する当期純利益 
百万円 3,218 1,470 

普通株式の期中平均株式数 千株 20,303 20,282 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する 

当期純利益調整額 
百万円 ― ― 

普通株式増加数 千株 20 ― 

 うち新株予約権 千株 20 ― 

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 

   ―   ― 

 

４．株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、１株当 
たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期末株式数 
ならびに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 

   控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度119千株、当連結会計年度94千株であり、 

  また期中平均株式数は、前連結会計年度79千株、当連結会計年度101千株であります。 

 

（重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

資産の部

現金預け金 381,633 393,648

現金 35,871 40,484

預け金 345,762 353,163

コールローン ― 15,000

買入金銭債権 2,555 2,604

金銭の信託 ― 9,980

有価証券 820,912 864,907

国債 275,473 231,012

地方債 245,769 319,605

社債 104,157 89,984

株式 24,854 15,211

その他の証券 170,657 209,093

貸出金 1,762,405 1,805,392

割引手形 2,819 2,400

手形貸付 39,351 41,730

証書貸付 1,576,888 1,599,906

当座貸越 143,345 161,354

外国為替 1,359 2,320

外国他店預け 1,359 2,320

その他資産 27,500 43,269

前払費用 ― 13

未収収益 2,768 2,458

金融商品等差入担保金 2,497 4,920

その他の資産 22,235 35,877

有形固定資産 20,529 20,750

建物 6,445 6,291

土地 10,483 10,389

リース資産 985 839

建設仮勘定 100 856

その他の有形固定資産 2,514 2,372

無形固定資産 1,859 1,664

ソフトウエア 1,697 1,572

リース資産 76 51

その他の無形固定資産 85 40

前払年金費用 3,100 3,199

繰延税金資産 ― 1,466

支払承諾見返 16,154 15,559

貸倒引当金 △6,466 △6,972

投資損失引当金 △7 ―

資産の部合計 3,031,536 3,172,791
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(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

負債の部

預金 2,433,689 2,475,840

当座預金 85,140 81,243

普通預金 1,373,078 1,431,877

貯蓄預金 36,099 36,770

通知預金 7,898 6,664

定期預金 878,430 861,086

その他の預金 53,042 58,197

譲渡性預金 181,366 176,497

コールマネー 13,793 8,129

債券貸借取引受入担保金 1,629 49,125

借用金 259,370 312,000

借入金 259,370 312,000

外国為替 59 32

売渡外国為替 0 2

未払外国為替 59 29

その他負債 7,128 31,737

未払法人税等 179 167

未払費用 412 339

前受収益 619 752

金融派生商品 2,702 5,340

リース債務 1,123 940

その他の負債 2,091 24,197

賞与引当金 582 560

役員賞与引当金 ― 9

株式給付引当金 176 127

睡眠預金払戻損失引当金 528 420

繰延税金負債 3,234 ―

再評価に係る繰延税金負債 1,557 1,541

支払承諾 16,154 15,559

負債の部合計 2,919,270 3,071,581

純資産の部

資本金 19,562 19,562

資本剰余金 12,916 12,916

資本準備金 12,916 12,916

利益剰余金 63,972 63,903

利益準備金 6,646 6,646

その他利益剰余金 57,326 57,257

別途積立金 52,000 55,000

繰越利益剰余金 5,326 2,257

自己株式 △875 △791

株主資本合計 95,576 95,590

その他有価証券評価差額金 16,213 6,836

繰延ヘッジ損益 △1,881 △3,670

土地再評価差額金 2,356 2,453

評価・換算差額等合計 16,689 5,618

純資産の部合計 112,266 101,209

負債及び純資産の部合計 3,031,536 3,172,791
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

経常収益 33,722 33,186

資金運用収益 25,295 24,340

貸出金利息 17,456 16,754

有価証券利息配当金 7,813 7,557

コールローン利息 1 13

預け金利息 14 13

その他の受入利息 8 1

役務取引等収益 6,310 6,298

受入為替手数料 1,360 1,323

その他の役務収益 4,949 4,974

その他業務収益 503 529

外国為替売買益 63 51

国債等債券売却益 420 478

国債等債券償還益 20 ―

その他経常収益 1,613 2,017

貸倒引当金戻入益 484 ―

償却債権取立益 3 2

株式等売却益 797 1,761

その他の経常収益 328 254

経常費用 28,971 31,413

資金調達費用 877 793

預金利息 577 377

譲渡性預金利息 38 41

コールマネー利息 7 △30

債券貸借取引支払利息 2 10

金利スワップ支払利息 251 392

その他の支払利息 0 1

役務取引等費用 3,130 3,204

支払為替手数料 305 299

その他の役務費用 2,825 2,905

その他業務費用 927 1,721

商品有価証券売買損 0 ―

国債等債券売却損 718 1,480

国債等債券償還損 202 104

国債等債券償却 7 136

営業経費 23,459 23,058

その他経常費用 575 2,635

貸倒引当金繰入額 ― 666

貸出金償却 ― 0

株式等売却損 317 1,491

株式等償却 0 255

金銭の信託運用損 ― 19

その他の経常費用 258 200

経常利益 4,751 1,772
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

特別利益 141 7

固定資産処分益 18 7

新株予約権戻入益 122 ―

特別損失 508 306

固定資産処分損 261 159

減損損失 98 146

株式給付引当金繰入額 149 ―

税引前当期純利益 4,384 1,473

法人税、住民税及び事業税 556 171

法人税等調整額 561 51

法人税等合計 1,117 223

当期純利益 3,266 1,250
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019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

合計別途積立金
繰越利益剰

余金

当期首残高 19,562 12,916 12,916 6,646 49,000 6,222 61,868 △500 93,846

当期変動額

剰余金の配当 △1,222 △1,222 △1,222

別途積立金の積立 3,000 △3,000

当期純利益 3,266 3,266 3,266

自己株式の取得 △420 △420

自己株式の処分 △7 △7 45 38

土地再評価差額金の

取崩
67 67 67

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 3,000 △895 2,104 △374 1,730

当期末残高 19,562 12,916 12,916 6,646 52,000 5,326 63,972 △875 95,576

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価

証券評価差

額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 16,584 △58 2,423 18,949 152 112,948

当期変動額

剰余金の配当 △1,222

別途積立金の積立

当期純利益 3,266

自己株式の取得 △420

自己株式の処分 38

土地再評価差額金の

取崩
67

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△370 △1,822 △66 △2,259 △152 △2,412

当期変動額合計 △370 △1,822 △66 △2,259 △152 △682

当期末残高 16,213 △1,881 2,356 16,689 ― 112,266
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　当事業年度(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

合計別途積立金
繰越利益剰

余金

当期首残高 19,562 12,916 12,916 6,646 52,000 5,326 63,972 △875 95,576

当期変動額

剰余金の配当 △1,223 △1,223 △1,223

別途積立金の積立 3,000 △3,000

当期純利益 1,250 1,250 1,250

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 85 85

土地再評価差額金の

取崩
△96 △96 △96

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 3,000 △3,069 △69 83 13

当期末残高 19,562 12,916 12,916 6,646 55,000 2,257 63,903 △791 95,590

評価・換算差額等

純資産合計その他有価

証券評価差

額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 16,213 △1,881 2,356 16,689 112,266

当期変動額

剰余金の配当 △1,223

別途積立金の積立

当期純利益 1,250

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 85

土地再評価差額金の

取崩
△96

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△9,377 △1,789 96 △11,070 △11,070

当期変動額合計 △9,377 △1,789 96 △11,070 △11,056

当期末残高 6,836 △3,670 2,453 5,618 101,209
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６．その他 

役員の異動（2020年６月25日付予定） 

 

(1) 代表取締役の異動 

 該当事項はありません。    

 

(2) その他の役員の異動 

①取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動 

 該当事項はありません。    

 

②新任取締役（監査等委員である取締役）候補者 

 取締役監査等委員 中 川
な か が わ

    晃
あきら

  (現  執行役員企業サポート部長) 

     

③退任予定取締役（監査等委員である取締役） 

 取締役監査等委員 小笠原
お が さ わ ら

  勝 博
か つ ひ ろ

  関連会社役員就任予定 

     

④昇任執行役員予定者 

 常務執行役員 工 藤
く ど う

  貴 博
た か ひ ろ

  (現  執行役員八戸支店長) 

 

⑤新任執行役員予定者 

 執行役員 山 中
や ま な か

  一 彦
く に ひ こ

  (現  古川支店長) 

 執行役員 高 橋
た か は し

  勇 人
は や と

  (現  営業統括部長) 

     

⑥退任予定執行役員 

 
常務執行役員 

八戸地区営業本部長 石 橋
い し ば し

    理
さとる

  関連会社役員就任予定 

 執行役員企業サポート部長 中 川
な か が わ

    晃
あきら

  取締役監査等委員就任予定 
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(3) 2020年6月25日以降の役員体制（予定） 

 

 

取締役頭取(代表取締役) 
 

成 田  晋  (現 取締役頭取(代表取締役))  

取締役専務執行役員 

(代表取締役) 

 
川 村  明 裕  (現 取締役専務執行役員(代表取締役))  

取締役専務執行役員 
 

佐 々 木  知 彦  (現 取締役専務執行役員)  

取締役常務執行役員 
 

石 川  啓 太 郎  (現 取締役常務執行役員)  

取締役(社外) 
 

厚 美  尚 武  (現 取締役(社外))  

取締役監査等委員 
 

中 川  晃  (現 執行役員企業サポート部長) (新任) 

取締役(社外)監査等委員 
 

石 田  憲 久  (現 取締役(社外)監査等委員)  

取締役(社外)監査等委員 
 

櫛 引  利 貞  (現 取締役(社外)監査等委員)  

取締役(社外)監査等委員 
 

石 田  深 恵  (現 取締役(社外)監査等委員)  

常務執行役員 
 

田 村  強  (現  常務執行役員)  

常務執行役員 
 

鹿 内  勲  (現 常務執行役員弘前地区営業本部長)  

常務執行役員 
 

森  庸  (現  常務執行役員青森地区営業本部長)  

常務執行役員 
 

工 藤  貴 博  (現 執行役員八戸支店長) (昇任) 

執行役員 
 

谷 津  大 輔  (現 執行役員地域振興部長)  

執行役員 
 

葛 西  俊 介  (現 執行役員弘前支店長兼土手町支店長)  

執行役員 
 

白 鳥  元 生  (現 執行役員本店営業部長)  

執行役員 
 

松 橋  義 昭  (現 執行役員審査部長)  

執行役員 
 

木 立  晋  (現 執行役員総合企画部長)  

執行役員 
 

山 中 一 彦  (現 古川支店長) (新任) 

執行役員 
 

高 橋 勇 人  (現 営業統括部長) (新任) 
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(4) 異動役員の略歴 
 

［新任取締役（監査等委員である取締役）候補者］ 

氏   名  中
なか

 川
がわ

  晃
あきら

 

生 年 月 日   １９６４年 １月１９日 

略   歴  １９８６年 ４月  青森銀行入行 

２０１２年 ４月   同行柳町通支店長 

２０１３年 ６月   同行市場国際部長 

２０１７年 ６月   同行東京支店長 

２０１８年 ６月   同行執行役員東京支店長 

２０１９年 ６月   同行執行役員企業サポート部長（現職） 

２０２０年 ６月   同行取締役監査等委員就任予定 

 

 

 
   ［昇任執行役員予定者］ 

氏   名  工 藤
く ど う

  貴
たか

 博
ひろ

 

生 年 月 日   １９６３年 ８月２１日 

略   歴  １９８６年 ４月  青森銀行入行 

２００８年 ７月  同行十和田西支店長 

２００９年 ７月  同行八戸支店業務推進部長 

２０１１年 ４月  同行営業統括部副部長 

２０１１年１０月  同行法人営業部副部長 

２０１２年 ６月  同行城東支店長 

２０１４年 ６月  同行むつ支店長 

２０１６年 ６月  同行地域振興部長 

２０１８年 ６月  同行執行役員地域振興部長 

２０１９年 ６月  同行執行役員八戸支店長（現職） 

２０２０年 ６月  同行常務執行役員就任予定 
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 ［新任執行役員予定者］ 

氏   名  山
やま

 中
なか

  一
くに

 彦
ひこ

 

生 年 月 日   １９６５年 ７月１０日 

略   歴  １９８４年 ４月  青森銀行入行 

２０１１年 ４月  同行大野支店長 

２０１３年 ４月  同行藤崎支店長 

２０１５年 ７月  同行五戸支店長 

２０１７年 ７月  同行古川支店長（現職） 

２０２０年 ６月  同行執行役員就任予定 

 

 

 

氏   名  高
たか

 橋
はし

  勇
はや

 人
と

 

生 年 月 日   １９６６年１０月１３日 

略   歴  １９８９年 ４月  青森銀行入行 

２０１３年 ４月  同行石堂支店長 

２０１５年 ６月  同行東京事務所長 

２０１７年１０月  同行新町支店長 

２０１８年 ６月  同行営業統括部長（現職） 

２０２０年 ６月  同行執行役員就任予定 

 

以   上 
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