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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 41,350 △3.8 3,665 57.7 2,251 53.1

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

（注）包括利益 2021年3月期　　10,854百万円 （―％） 2020年3月期　　△9,897百万円 （―％）

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 110.98 ― 1.9 0.1 8.8

2020年3月期 72.48 ― 1.2 0.0 5.4

（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

(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 3,681,441 118,932 3.2 5,861.28

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

（参考） 自己資本 2021年3月期 118,932百万円 2020年3月期 109,088百万円

（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

2021年3月期 448,939 36,370 △1,021 876,888

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

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 ― 30.00 ― 25.00 55.00 1,121 75.8 1.0

2021年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 1,019 45.0 0.8

2022年3月期(予想) ― 25.00 ― 25.00 50.00 32.7

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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,800 △24.7 1,100 △33.7 54.21

通期 4,600 25.5 3,100 37.7 152.77



※ 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 20,512,161 株 2020年3月期 20,512,161 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 220,953 株 2020年3月期 223,051 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 20,290,783 株 2020年3月期 20,282,525 株

（注）期末自己株式数には、ＢＩＰ信託が保有する当行株式数（2021年3月期91千株、2020年3月期94千株）を含めております。

（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 31,359 △5.5 2,956 66.8 2,166 73.2

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

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
円 銭 円 銭

2021年3月期 106.76 ―

2020年3月期 61.63 ―

(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 3,666,419 109,807 2.9 5,411.55

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

（参考） 自己資本 2021年3月期 109,807百万円 2020年3月期 101,209百万円

（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）

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) 1,900 △14.7 1,400 △26.9 68.99

通期 4,300 45.4 3,100 43.1 152.77

※ 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・財政状態の概況 
 

(1) 経営成績の概況 

2020 年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染症拡大を受けた 4月の緊急事態宣言の発令等に伴う

外出自粛やイベント中止などの影響から個人消費が大きく減少したほか、輸出もインバウンド需要の消

失に加え、世界的な経済縮小を背景に大幅に減少しました。緊急事態宣言解除後は、経済活動の再開の

動きが広がり、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、個人消費や輸出を中心に持ち直しの動きが

みられていました。 

しかしながら、本年１月以降の感染再拡大により、緊急事態宣言が東京都などの 11 都府県で再発令さ

れたことなどから、個人消費は弱含み、雇用調整の動きが広がりました。また、海外での感染再拡大な

どから増勢傾向であった輸出の伸びが鈍化するなど、先行きについては依然として不透明な状況が続い

ております。 

この間の青森県経済は、国内経済と同様に全体として弱含みの状況となりました。需要項目別にみま

すと、個人消費は、各種サービス関連業種について外食産業を中心に厳しい状況が続き、観光関連につ

いても自治体の経済対策による需要の下支え効果がみられたものの、GoTo トラベルキャンペーンの中止

もあり、宿泊客数の前年割れが続きました。一方、スーパー、ドラッグストアは食料品、日用品や衛生

用品を中心に売上が増加し、家電販売などは在宅時間の長期化などから緩やかに増加しました。生産面

については、電気機械がパソコン向けを中心に増加したほか、電子部品・デバイスがスマホ向けを中心

に増加するなど、全体として持ち直しの動きとなりました。一方、雇用情勢は各業種で新規求人数が減

少し、有効求人倍率が 1倍を下回って推移するなど、全国と同様に弱い動きが続きました。 

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、貸出金利息や有価証券利息など資金運用収益の減少により前期比 16 億 53 百

万円減収の 413 億 50 百万円となりました。一方経常費用は、預金利息や営業経費の減少に加え、前期に

大きく計上した有価証券関係損失の反動減を要因として、前期比 29 億 94 百万円減少して 376 億 85 百万

円となりました。この結果、経常利益は前期比 13 億 41 百万円増益の 36 億 65 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 7億 81 百万円増益の 22 億 51 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 29 億 62 百万円、リース業務部門のセグメント

利益は 4 億 79 百万円、その他の業務部門のセグメント利益は 6億 91 百万円となりました。 

2021 年度の業績予想につきましては、投資信託解約益など有価証券利息配当金が減少する見込みであ

りますが、営業経費の削減や有価証券関係損益の改善を要因として、経常利益 46 億円、親会社株主に帰

属する当期純利益 31 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、経常利益 43 億円、当期純利益 31 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) 財政状態の概況 

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、個人預金および法人預金が順調に推移し、期末残高は

期中 2,422 億円増加して、2 兆 8,836 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、個人向け貸出が増加したことから、期末残高は期中 511

億円増加し、1兆 8,420 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 254 億円減少して、8,372 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 4,842 億 89 百万円

増加して、期末残高は 8,768 億 88 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、預金および借用金が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ

3,619 億 56 百万円増加し、4,489 億 39 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、有価証券の取得による支出の減少等により、前連結会計年度に比べ

1,096 億 92 百万円増加し、363 億 70 百万円の増加となりました。 

（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、配当金の支払額の減少により、前連結会計年度に比べ 2 億 4 百万円増

加し、10 億 21 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 25 円を実施し、期末配当は、１株当たり 25 円とす

る予定であります。これにより 2020 年度の年間配当金は、１株当たり 50 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５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．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 84 か店 出張所 5か店 

青
森
銀
行
グ
ル
ー
プ 

  
 

 
 

 
    

     
   

 
    

   
周辺業務 

  
子会社１社 青銀甲田株式会社 

 
     

  
 

 
 

  
  

     
  

 
  

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
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

現金預け金 393,786 878,246

コールローン及び買入手形 15,000 20,000

買入金銭債権 2,604 2,483

金銭の信託 9,980 5,000

有価証券 862,675 837,247

貸出金 1,790,855 1,842,002

外国為替 2,320 1,575

リース債権及びリース投資資産 15,770 15,780

その他資産 57,915 45,264

有形固定資産 21,484 21,390

建物 6,557 7,440

土地 10,612 10,224

建設仮勘定 856 71

その他の有形固定資産 3,457 3,653

無形固定資産 1,678 1,927

ソフトウエア 1,632 1,651

その他の無形固定資産 46 275

退職給付に係る資産 2,587 4,673

繰延税金資産 2,109 393

支払承諾見返 15,559 14,224

貸倒引当金 △8,573 △8,768

資産の部合計 3,185,755 3,681,441

負債の部

預金 2,471,936 2,711,876

譲渡性預金 169,497 171,783

コールマネー及び売渡手形 8,129 1,107

債券貸借取引受入担保金 49,125 103,423

借用金 320,441 530,586

外国為替 32 3

その他負債 39,126 24,836

賞与引当金 586 543

役員賞与引当金 22 25

退職給付に係る負債 106 109

役員退職慰労引当金 13 8

株式給付引当金 127 153

睡眠預金払戻損失引当金 420 333

繰延税金負債 ― 2,013

再評価に係る繰延税金負債 1,541 1,481

支払承諾 15,559 14,224

負債の部合計 3,076,666 3,562,509
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021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 72,188 73,489

自己株式 △791 △783

株主資本合計 103,875 105,184

その他有価証券評価差額金 6,855 12,153

繰延ヘッジ損益 △3,670 △1,525

土地再評価差額金 2,453 2,385

退職給付に係る調整累計額 △425 734

その他の包括利益累計額合計 5,212 13,747

純資産の部合計 109,088 118,932

負債及び純資産の部合計 3,185,755 3,681,441
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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 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)

経常収益 43,003 41,350

資金運用収益 23,935 22,561

貸出金利息 16,713 16,307

有価証券利息配当金 7,193 6,171

コールローン利息及び買入手形利息 13 10

預け金利息 13 72

その他の受入利息 1 0

役務取引等収益 6,255 6,556

その他業務収益 529 576

その他経常収益 12,283 11,657

償却債権取立益 2 1

その他の経常収益 12,280 11,656

経常費用 40,679 37,685

資金調達費用 826 638

預金利息 377 187

譲渡性預金利息 40 27

コールマネー利息及び売渡手形利息 △30 △29

債券貸借取引支払利息 10 9

借用金利息 33 32

その他の支払利息 394 410

役務取引等費用 2,752 2,599

その他業務費用 1,721 1,157

営業経費 22,413 21,711

その他経常費用 12,964 11,579

貸倒引当金繰入額 777 661

その他の経常費用 12,186 10,918

経常利益 2,324 3,665

特別利益 7 95

固定資産処分益 7 95

特別損失 316 428

固定資産処分損 169 184

減損損失 146 244

税金等調整前当期純利益 2,015 3,332

法人税、住民税及び事業税 485 1,162

法人税等調整額 59 △81

法人税等合計 545 1,081

当期純利益 1,470 2,251

親会社株主に帰属する当期純利益 1,470 2,251
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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 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)

当期純利益 1,470 2,251

その他の包括利益 △11,367 8,602

その他有価証券評価差額金 △9,386 5,297

繰延ヘッジ損益 △1,789 2,145

退職給付に係る調整額 △190 1,159

包括利益 △9,897 10,854

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △9,897 10,854
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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 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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　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)

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 72,188 △791 103,875

当期変動額

剰余金の配当 △1,019 △1,019

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,251 2,251

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 10 10

土地再評価差額金の

取崩
68 68

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,300 8 1,309

当期末残高 19,562 12,916 73,489 △783 105,184

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 6,855 △3,670 2,453 △425 5,212 109,088

当期変動額

剰余金の配当 △1,019

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,251

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 10

土地再評価差額金の

取崩
68

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,297 2,145 △68 1,159 8,534 8,534

当期変動額合計 5,297 2,145 △68 1,159 8,534 9,843

当期末残高 12,153 △1,525 2,385 734 13,747 118,932
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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 2,015 3,332

減価償却費 1,780 1,699

減損損失 146 244

貸倒引当金の増減（△） 508 194

投資損失引当金の増減額（△は減少） △7 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △43

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7 2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 247 △2,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △79 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △4

株式給付引当金の増減額（△は減少） △49 26

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △108 △86

資金運用収益 △23,935 △22,561

資金調達費用 826 638

有価証券関係損益（△） 1,229 136

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 19 ―

為替差損益（△は益） 836 △2,399

固定資産処分損益（△は益） 162 93

貸出金の純増（△）減 △41,780 △51,147

預金の純増減（△） 42,085 239,940

譲渡性預金の純増減（△） △4,968 2,285

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

53,107 210,145

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 378 △170

コールローン等の純増（△）減 △15,049 △4,878

コールマネー等の純増減（△） △5,664 △7,022

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 47,496 54,297

外国為替（資産）の純増（△）減 △960 744

外国為替（負債）の純増減（△） △27 △29

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △1,123 △10

資金運用による収入 24,817 22,951

資金調達による支出 △871 △745

その他 6,442 4,225

小計 87,455 449,778

法人税等の支払額 △472 △838

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,983 448,939

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 △299,037 △191,923

有価証券の売却による収入 58,743 47,624

有価証券の償還による収入 179,005 178,083

金銭の信託の増加による支出 △10,000 ―

金銭の信託の減少による収入 ― 4,980

有形固定資産の取得による支出 △1,582 △1,657

有形固定資産の売却による収入 49 179

無形固定資産の取得による支出 △501 △917

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,322 36,370
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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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,223 △1,019

自己株式の取得による支出 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,225 △1,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,434 484,289

現金及び現金同等物の期首残高 380,164 392,598

現金及び現金同等物の期末残高 392,598 876,888
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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 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 

30,831 5,034 35,866 5,484 41,350 ― 41,350 

  (2) セグメント間の内部 
      経常収益 

532 301 834 542 1,376  △1,376 ― 

計 31,364 5,335 36,700 6,027 42,727 △1,376 41,350 

セグメント利益 2,962 479 3,442 691 4,134 △468 3,665 

セグメント資産 3,666,880 16,922 3,683,802 24,427 3,708,230 △26,788 3,681,441 

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 

 
1,598 
23,030 

605 
 

2,189 

 
98 
23 
51 
 

104 

 
1,697 
23,053 

657 
 

2,293 

 
2 

131 
44 
 
9 

 
1,699 
23,184 

701 
 

2,303 

 
― 

△623 
△63 

 
― 

 
1,699 
22,561 
 638 

 
2,303 

(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 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) 

１株当たり純資産額 円 5,376.71 5,861.28 

１株当たり当期純利益 円 72.48 110.98 

（注）１.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。 

 
 

- 12 -

㈱青森銀行（8342）2021年3月期決算短信



 

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 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

純資産の部の合計額 百万円 109,088 118,932 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 109,088 118,932 

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 20,289 20,291 

 

３．１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 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) 

 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 1,470 2,251 

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 1,470 2,251 

普通株式の期中平均株式数 千株 20,282 20,290 

 

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94千株、当連結会計年度91千株であり、 

  また期中平均株式数は、前連結会計年度101千株、当連結会計年度92千株であります。 

 

（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
(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 393,648 878,144

現金 40,484 37,440

預け金 353,163 840,703

コールローン 15,000 20,000

買入金銭債権 2,604 2,483

金銭の信託 9,980 5,000

有価証券 864,907 839,458

国債 231,012 182,385

地方債 319,605 346,407

社債 89,984 96,333

株式 15,211 17,242

その他の証券 209,093 197,089

貸出金 1,805,392 1,856,349

割引手形 2,400 1,802

手形貸付 41,730 32,349

証書貸付 1,599,906 1,673,218

当座貸越 161,354 148,979

外国為替 2,320 1,575

外国他店預け 2,320 1,575

その他資産 43,269 30,361

前払費用 13 11

未収収益 2,458 2,504

金融派生商品 ― 0

金融商品等差入担保金 4,920 2,659

その他の資産 35,877 25,186

有形固定資産 20,750 20,686

建物 6,291 7,190

土地 10,389 10,001

リース資産 839 702

建設仮勘定 856 71

その他の有形固定資産 2,372 2,719

無形固定資産 1,664 1,914

ソフトウエア 1,572 1,617

リース資産 51 26

その他の無形固定資産 40 270

前払年金費用 3,199 3,618

繰延税金資産 1,466 ―

支払承諾見返 15,559 14,224

貸倒引当金 △6,972 △7,398

資産の部合計 3,172,791 3,666,419
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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 2,475,840 2,714,057

当座預金 81,243 87,853

普通預金 1,431,877 1,668,160

貯蓄預金 36,770 40,000

通知預金 6,664 7,077

定期預金 861,086 849,130

その他の預金 58,197 61,834

譲渡性預金 176,497 179,483

コールマネー 8,129 1,107

債券貸借取引受入担保金 49,125 103,423

借用金 312,000 522,500

借入金 312,000 522,500

外国為替 32 3

売渡外国為替 2 ―

未払外国為替 29 3

その他負債 31,737 17,616

未払法人税等 167 505

未払費用 339 247

前受収益 752 705

金融派生商品 5,340 2,268

リース債務 940 733

その他の負債 24,197 13,157

賞与引当金 560 523

役員賞与引当金 9 14

株式給付引当金 127 153

睡眠預金払戻損失引当金 420 333

繰延税金負債 ― 1,690

再評価に係る繰延税金負債 1,541 1,481

支払承諾 15,559 14,224

負債の部合計 3,071,581 3,556,612

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 63,903 65,118

利益準備金 6,646 6,646

その他利益剰余金 57,257 58,472

別途積立金 55,000 55,500

繰越利益剰余金 2,257 2,972

自己株式 △791 △783

株主資本合計 95,590 96,813

その他有価証券評価差額金 6,836 12,132

繰延ヘッジ損益 △3,670 △1,525

土地再評価差額金 2,453 2,385

評価・換算差額等合計 5,618 12,993

純資産の部合計 101,209 109,807

負債及び純資産の部合計 3,172,791 3,666,419
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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 33,186 31,359

資金運用収益 24,340 23,030

貸出金利息 16,754 16,352

有価証券利息配当金 7,557 6,595

コールローン利息 13 10

預け金利息 13 72

その他の受入利息 1 0

役務取引等収益 6,298 6,580

受入為替手数料 1,323 1,269

その他の役務収益 4,974 5,311

その他業務収益 529 576

外国為替売買益 51 71

商品有価証券売買益 ― 1

国債等債券売却益 478 403

国債等債券償還益 ― 99

その他経常収益 2,017 1,172

償却債権取立益 2 1

株式等売却益 1,761 1,002

金銭の信託運用益 － 3

その他の経常収益 254 165

経常費用 31,413 28,403

資金調達費用 793 605

預金利息 377 187

譲渡性預金利息 41 28

コールマネー利息 △30 △29

債券貸借取引支払利息 10 9

金利スワップ支払利息 392 408

その他の支払利息 1 1

役務取引等費用 3,204 3,036

支払為替手数料 299 289

その他の役務費用 2,905 2,746

その他業務費用 1,721 1,157

国債等債券売却損 1,480 1,093

国債等債券償還損 104 64

国債等債券償却 136 ―

営業経費 23,058 22,238

その他経常費用 2,635 1,365

貸倒引当金繰入額 666 754

貸出金償却 0 ―

株式等売却損 1,491 25

株式等償却 255 459

金銭の信託運用損 19 ―

その他の経常費用 200 126

経常利益 1,772 2,956
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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 7 316

固定資産処分益 7 95

抱合せ株式消滅差益 ― 220

特別損失 306 400

固定資産処分損 159 155

減損損失 146 244

税引前当期純利益 1,473 2,872

法人税、住民税及び事業税 171 850

法人税等調整額 51 △143

法人税等合計 223 706

当期純利益 1,250 2,166
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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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　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 55,000 2,257 63,903 △791 95,590

当期変動額

剰余金の配当 △1,019 △1,019 △1,019

別途積立金の積立 500 △500

当期純利益 2,166 2,166 2,166

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 10 10

土地再評価差額金の

取崩
68 68 68

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 500 715 1,215 8 1,223

当期末残高 19,562 12,916 12,916 6,646 55,500 2,972 65,118 △783 96,813

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 6,836 △3,670 2,453 5,618 101,209

当期変動額

剰余金の配当 △1,019

別途積立金の積立

当期純利益 2,166

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 10

土地再評価差額金の

取崩
68

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,296 2,145 △68 7,374 7,374

当期変動額合計 5,296 2,145 △68 7,374 8,597

当期末残高 12,132 △1,525 2,385 12,993 109,807
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６．その他 

役員の異動（2021年６月24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 

 昇任予定取締役 

 
取締役副頭取 

（代表取締役） 
川
かわ

村
むら

 明
あき

裕
ひろ

  
(現 取締役専務執行役員 

東京支店長 (代表取締役)) 

 取締役専務執行役員 石
いし

川
かわ

 啓
けい

太
た

郎
ろう

  (現  取締役常務執行役員) 
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(3) 2021年６月24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))  

取締役副頭取(代表取締役) 
 

川 村  明 裕  
(現 取締役専務執行役員 

東京支店長 (代表取締役)) 
(昇任) 

取締役専務執行役員 
 

佐 々 木  知 彦  (現 取締役専務執行役員)  

取締役専務執行役員 
 

石 川  啓 太 郎  (現 取締役常務執行役員) (昇任) 

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 取締役監査等委員)  

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 常務執行役員八戸地区営業本部長)  

執行役員 
 

谷 津  大 輔  (現 執行役員営業統括部長)  

執行役員 
 

 俊 介  (現 執行役員営業推進部長)  

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 執行役員弘前支店長兼土手町支店長)  

執行役員 
 

高 橋  勇 人  (現 執行役員八戸支店長兼三日町支店長)  
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(4) 異動役員の略歴 
 

［昇任予定取締役］ 
 

氏  名   川
かわ

 村
むら

  明
あき

 裕
ひろ

  

    生年月日  １９５７年 ９月１１日                 

    略  歴  １９８１年 ４月 青森銀行入行 

２００５年 ４月 湊支店長 

２００７年 ４月  総合企画部部長兼広報室長 

２００８年 １月  個人部長 

２００９年 ６月  総合企画部長 

２０１１年 ４月  執行役員営業統括部長 

２０１２年 ６月  執行役員審査部長 

２０１３年 ６月  取締役弘前地区統括 

２０１５年 ６月  常務取締役 

２０１８年 ６月  取締役専務執行役員 

２０１９年 ６月 取締役専務執行役員（代表取締役） 

２０２０年１２月 取締役専務執行役員東京支店長（代表取締役）（現職） 

２０２１年 ６月 取締役副頭取（代表取締役）就任予定 

           

(所有株式数：３，８４０株) 

 

 

 

  

  氏  名  石
いし

 川
かわ

  啓太郎
け い た ろ う

 

生年月日  １９６１年 ４月２６日  

    略  歴  １９８４年 ４月 青森銀行入行 

２００５年 ６月 大湊支店長 

２００８年 ６月 湊支店長 

２００９年１１月 湊支店長兼本町支店長 

２０１０年 ４月 人事部長 

２０１１年 ４月 総合企画部長 

２０１３年 ６月 本店営業部長 

２０１４年 ６月 執行役員本店営業部長 

２０１５年 ６月 執行役員営業統括部長 

２０１６年 ６月 取締役地区営業本部長（弘前地区担当） 

２０１８年 ６月 常務執行役員弘前地区営業本部長 

２０１９年 ６月 取締役常務執行役員（現職） 

２０２１年 ６月 取締役専務執行役員就任予定 

 

(所有株式数：２，１６０株) 

 

以   上 
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