
（単位：百万円）

科　　目 金　　額

経常収益 23,551
資金運用収益 15,104

貸出金利息 10,681
有価証券利息配当金 4,368
コールローン利息及び買入手形利息 0
預け金利息 42
その他の受入利息 12

役務取引等収益 2,240
その他業務収益 5,333
その他経常収益 873

貸倒引当金戻入益 252
償却債権取立益 99
その他の経常収益 521

経常費用 20,571
資金調達費用 800

預金利息 754
譲渡性預金利息 4
コールマネー利息及び売渡手形利息 0
債券貸借取引支払利息 5
借用金利息 36

役務取引等費用 1,743
その他業務費用 5,432
営業経費 12,382
その他経常費用 212

その他の経常費用 212
経常利益 2,980
特別利益 25

固定資産処分益 25
特別損失 260

固定資産処分損 48
減損損失 211

税金等調整前当期純利益 2,745
法人税、住民税及び事業税 653
法人税等調整額 263
法人税等合計 916
当期純利益 1,828
非支配株主に帰属する当期純利益 80
親会社株主に帰属する当期純利益 1,747

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結財務諸表
 ■ 第138期末連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

資 産 の 部 負 債 の 部
現金預け金 77,263 預金 919,629
金銭の信託 1,069 譲渡性預金 30,000
有価証券 314,493 借用金 77,982
貸出金 692,357 その他負債 5,175
外国為替 1,019 賞与引当金 385
リース債権及びリース投資資産 6,594 退職給付に係る負債 3,306
その他資産 14,962 役員退職慰労引当金 5
有形固定資産 16,366 睡眠預金払戻損失引当金 204

建物 4,509 株式報酬引当金  11
土地 10,566 繰延税金負債 886
建設仮勘定 109 再評価に係る繰延税金負債 1,753
その他の有形固定資産 1,181 負ののれん 119

無形固定資産 559 支払承諾 1,579
ソフトウェア 415 負債の部合計 1,041,040
ソフトウェア仮勘定 7 純 資 産 の 部
その他の無形固定資産 136 資本金 19,544

繰延税金資産 4 資本剰余金 16,702
支払承諾見返 1,579 利益剰余金 24,518
貸倒引当金 △11,360 自己株式 △187

【株主資本合計】 60,576
その他有価証券評価差額金 6,717
土地再評価差額金 3,674
退職給付に係る調整累計額 4

【その他の包括利益累計額合計】 10,396
新株予約権 38
非支配株主持分 2,855
純資産の部合計 73,867

資産の部合計 1,114,907 負債及び純資産の部合計 1,114,907
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 ■ 第138期連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　　目 金　　額

当期純利益 1,828
その他の包括利益 571

その他有価証券評価差額金 523
退職給付に係る調整額 48

包括利益 2,400
（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,289
非支配株主に係る包括利益 110

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（平成30年3月31日現在）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
 ■ 第138期連結損益計算書
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 ■ 第138期連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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

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 6,224 3,670 △43 9,851 49 2,741 71,967
当期変動額

剰余金の配当 △443

親会社株主に帰属する当期純利益 1,747

自己株式の取得 △60

自己株式の処分 11

土地再評価差額金の取崩 △3
連結子会社の増資による
持分の増減 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 493 3 48 545 △11 113 647

当期変動額合計 493 3 48 545 △11 113 1,899
当期末残高 6,717 3,674 4 10,396  38 2,855  73,867

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（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 19,544 16,706 23,217 △143 59,324
当期変動額

剰余金の配当 △443 △443

親会社株主に帰属する当期純利益 1,747 1,747

自己株式の取得 △60 △60

自己株式の処分 △4 15 11

土地再評価差額金の取崩 △3 △3
連結子会社の増資による
持分の増減 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △4 1,300 △44 1,251
当期末残高 19,544 16,702 24,518 △187 60,576

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

 ■ 連結子会社
株式会社高銀ビジネス、オーシャンリース株式会社、株式会社高知カード、こうぎん地域協働投資事業有限責任組合
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