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1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）1 「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
   2 「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で 
    あるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 
 

(1) 連結経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 47,363 △4.4 7,365 15.5 3,505 △28.1

22年3月期中間期 49,543 △15.8 6,372 400.3 4,877 336.5

1株当たり中間純利益
潜在株式調整後1株当たり中間純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期中間期 12.71 12.71
22年3月期中間期 17.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
連結自己資本比率

（国内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 4,576,970 208,909 4.0 667.73 11.60
22年3月期 4,568,768 207,095 3.9 661.81 12.12

（参考） 自己資本   23年3月期中間期  184,099百万円 22年3月期  182,474百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

23年3月期 ― 3.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 91,000 △3.1 11,500 5.2 6,000 △17.7 21.76



(1) 当中間期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無であります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）当中間期における「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される中間連結財務諸表作成に係る会計処理 
  の原則・手続、表示方法等の変更の有無であります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 4ページ「2．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期中間期 281,756,564株 22年3月期  281,756,564株

② 期末自己株式数 23年3月期中間期  6,048,411株 22年3月期  6,037,461株

③ 期中平均株式数（中間期） 23年3月期中間期 275,714,286株 22年3月期中間期 275,743,045株

（個別業績の概要） 

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）1 「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。 
   2 「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で 
    あるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 43,373 △4.5 6,879 6.1 3,508 △28.3

22年3月期中間期 45,453 △16.9 6,478 554.6 4,897 375.3

1株当たり中間純利益
円 銭

23年3月期中間期 12.72
22年3月期中間期 17.76

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
単体自己資本比率

（国内基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 4,566,657 181,632 3.9 658.74 11.33
22年3月期 4,557,943 179,990 3.9 652.80 11.88

（参考） 自己資本 23年3月期中間期  181,622百万円 22年3月期  179,990百万円

2.  平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
  この四半期（中間期）決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査手続は終了して 
 おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第２四半期会計期間に 
 ついては、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。 
 
  本資料に記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。 

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

通期 83,000 △3.3 11,000 5.7 6,000 △18.1 21.76
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※ 当行は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定であります。この説明会で配布した

資料等については、開催後速やかに当行ホームページで掲載する予定であります。 

・平成２２年１２月３日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当中間期の連結経営成績につきましては、経常収益は当行単体において役務取引等収益は増加しま

したが、資金運用収益が減少したことなどから前年同期と比べ２１億８０百万円減少して４７３億 

６３百万円となりました。 

一方、経常費用につきましては、当行単体において資金調達費用が減少したことや、その他経常費

用が減少したことなどから前年同期と比べ３１億７３百万円減少して３９９億９８百万円となりまし

た。 

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ９億９３百万円増加して７３億６５百万円となりました。

また、税金等調整前中間純利益は前年同期と比べ２億８２百万円増加して８０億７５百万円となり

ましたが、税金等調整後の中間純利益は１３億７１百万円減少して３５億５百万円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は１２円７１銭となりました。 

当行単体の業績につきましては、収益面では、保険商品等の販売が好調であったことから役務取引

等収益は増加したものの、貸出金利息等の減少により資金運用収益が減少したことから経常収益は前

年同期と比べ２０億７９百万円減少して４３３億７３百万円となりました。 

一方、費用面では、預金等利息が減少したことなどで資金調達費用が減少したことや、不良債権処

理額の減少でその他経常費用が減少しましたので、経常費用は前年同期と比べ２４億８０百万円減少

して３６４億９４百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年同期と比べ４億円増加して６８億７９百万円となりました。しかし、特

別利益段階で前年同期と比べ償却債権取立益が減少したことなどから、税引前中間純利益は前年同期

比２億３４百万円減少して７４億３９百万円となり、また、法人税等調整額が増加したことから税引

後の中間純利益は同じく１３億８８百万円減少して３５億８百万円となりました。 

これにより、１株当たり中間純利益は１２円７２銭となりました。 

  

連結ベースの主要勘定は、次のような動きとなりました。 

まず、預金は上半期中３６９億円増加して、当中間期末残高は４兆７３７億円となりました。ま

た、譲渡性預金は上半期中３０５億円増加して、当中間期末残高は１,１１７億円となりました。 

一方、貸出金については上半期中５７０億円減少して、当中間期末残高は２兆６,７３５億円とな

りましたが、有価証券は上半期中６５８億円増加して、当中間期末残高は１兆６,２５９億円となり

ました。 

なお、純資産額は上半期中１８億円増加して、当中間期末残高は２,０８９億円となり、これによ

り、連結ベースの１株当たり純資産額は６６７円７３銭となりました。また、当中間期末の国内基準

による連結自己資本比率[速報値]は１１.６０％（前年中間期末１０.５７％）となっております。 

当行単体の主要勘定は、次のような動きとなりました。 

まず、預金は、金融商品・サービスの充実に向けた取組みを強化するもとで、安定的な資金調達に

注力いたしました。この結果、個人預金や公金預金が増加したことから預金は上半期中３７０億円増

加して、当中間期末残高は４兆８３４億円となりました。また、譲渡性預金は法人からの預け入れが

増加しましたので上半期中３０１億円増加して、当中間期末残高は１,１１７億円となりました。 

一方、貸出金は、中小企業金融等の推進に注力するとともに、地方公共団体等からの資金のご要請

にも積極的にお応えいたしました。しかしながら、住宅ローンは増加したものの事業性及び地方公共

団体向け貸出金が減少したことから貸出金全体では上半期中５７０億円減少して、当中間期末残高は

２兆６,８５５億円となりました。 

1. 当中間期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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また、有価証券は、市場の動向を注視しつつポートフォリオの効率性向上の観点から運用を行った

ことから国債を中心に上半期中６５８億円増加して、当中間期末残高は１兆６,２６５億円となりま

した。 

なお、純資産額は上半期中１６億円増加して、当中間期末残高は１,８１６億円となり、これによ

り、単体ベースの１株当たり純資産額は６５８円７４銭となりました。また、当中間期末の国内基準

による自己資本比率[速報値]は１１.３３％（前年中間期末１０.３３％）となっております。 

  

米国をはじめ海外経済の先行き不透明感の高まりを背景として、円高やそれに伴う株価の不安定な

動きが続くもとでわが国経済も下振れリスクが懸念され、景気後退回避に向け本年10月に日銀は一段

の金融緩和策を実施しました。 

こうした金融環境のもと、企業の借入需要が低迷するなかで貸出金が伸び悩み、銀行間の競争激化

により利鞘の縮小が続くなど金融機関を巡る収益環境は依然厳しい状況にあります。 

当期（平成23年３月期）につきましても中間期と同様、適切な信用リスク管理のもとで与信関連費

用は低減傾向を続け、また、保有有価証券に係る追加損失の発生も限定的と予想しておりますが、現

下の金融経済環境を踏まえ業績見通しにつきましては本年５月13日に公表いたしました業績予想を以

下のとおり修正しております。 

連結ベースの業績は、経常収益９１０億円（前回発表予想９３０億円）、経常利益１１５億円（前

回発表予想１０２億円）、また、当期純利益６０億円（前回発表予想と変わらず。）をそれぞれ予想

しております。 

当行単体では、経常収益８３０億円（前回発表予想８５０億円）、経常利益１１０億円（前回発表

予想１００億円）、当期純利益６０億円（前回発表予想と変わらず。）、また、業務純益１８０億円

（前回発表予想１７６億円）をそれぞれ予想しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更 （資産除去債務に関する会計基準）

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日）を適用しております。これにより、経常利益

は13百万円、税金等調整前中間純利益は339百万円それぞれ減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は522百万円であります。

表示方法の変更 （中間連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平

成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号 

平成21年３月24日）の適用により、当中間連結会計期間では、

「少数株主損益調整前中間純利益」を表示しております。

追加情報 （役員退職慰労引当金）

当行は、当行役員への退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規定に基づく中間連結会計期間末要支給額を「役員退職

慰労引当金」として計上しておりましたが、役員退職慰労金制度

の廃止に伴い、平成22年６月29日開催の第122期定時株主総会に

おいて役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしまし

た。これにより、当中間連結会計期間において「役員退職慰労引

当金」を全額取崩し、打ち切り支給額未払分464百万円について

は「その他負債」に含めて表示しております。
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3. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 120,432 124,821

コールローン及び買入手形 21,196 2,145

買入金銭債権 4,073 4,421

商品有価証券 558 1,831

金銭の信託 24,347 24,500

有価証券 1,625,927 1,560,110

貸出金 2,673,501 2,730,540

外国為替 831 1,241

リース債権及びリース投資資産 16,207 16,593

その他資産 24,220 31,703

有形固定資産 42,619 42,462

無形固定資産 11,457 11,808

繰延税金資産 29,037 34,278

支払承諾見返 16,638 17,809

貸倒引当金 △34,077 △35,499

資産の部合計 4,576,970 4,568,768

負債の部

預金 4,073,756 4,036,781

譲渡性預金 111,706 81,193

債券貸借取引受入担保金 100,514 83,573

借用金 6,113 62,890

外国為替 153 253

社債 20,000 40,000

その他負債 25,893 26,007

退職給付引当金 11,240 10,508

役員退職慰労引当金 － 454

睡眠預金払戻損失引当金 72 93

偶発損失引当金 1,973 2,106

支払承諾 16,638 17,809

負債の部合計 4,368,061 4,361,672

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,830 18,830

利益剰余金 118,842 116,163

自己株式 △2,978 △2,973

株主資本合計 163,943 161,270

その他有価証券評価差額金 21,079 21,739

繰延ヘッジ損益 △923 △536

評価・換算差額等合計 20,155 21,203

新株予約権 10 －

少数株主持分 24,799 24,621

純資産の部合計 208,909 207,095

負債及び純資産の部合計 4,576,970 4,568,768
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(2) 中間連結損益計算書

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 49,543 47,363

資金運用収益 35,519 32,941

（うち貸出金利息） 26,172 23,670

（うち有価証券利息配当金） 9,177 9,061

役務取引等収益 9,215 9,735

その他業務収益 3,460 3,569

その他経常収益 1,348 1,117

経常費用 43,171 39,998

資金調達費用 5,047 3,900

（うち預金利息） 4,330 3,125

役務取引等費用 4,635 4,540

その他業務費用 414 236

営業経費 27,047 26,740

その他経常費用 6,026 4,580

経常利益 6,372 7,365

特別利益 1,450 1,141

償却債権取立益 1,450 1,141

特別損失 30 431

固定資産処分損 11 46

減損損失 19 59

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 325

税金等調整前中間純利益 7,792 8,075

法人税、住民税及び事業税 121 285

法人税等調整額 2,562 3,751

法人税等合計 2,684 4,036

少数株主損益調整前中間純利益 4,038

少数株主利益 231 533

中間純利益 4,877 3,505
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 29,249 29,249

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,249 29,249

資本剰余金

前期末残高 18,830 18,830

当中間期変動額

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 18,830 18,830

利益剰余金

前期末残高 110,525 116,163

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,877 3,505

当中間期変動額合計 4,049 2,678

当中間期末残高 114,575 118,842

自己株式

前期末残高 △2,945 △2,973

当中間期変動額

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 △22 △5

当中間期末残高 △2,968 △2,978

株主資本合計

前期末残高 155,659 161,270

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,877 3,505

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 4,027 2,673

当中間期末残高 159,686 163,943
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △17,048 21,739

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

31,483 △660

当中間期変動額合計 31,483 △660

当中間期末残高 14,435 21,079

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △425 △536

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△29 △386

当中間期変動額合計 △29 △386

当中間期末残高 △454 △923

評価・換算差額等合計

前期末残高 △17,473 21,203

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

31,454 △1,047

当中間期変動額合計 31,454 △1,047

当中間期末残高 13,980 20,155

新株予約権

前期末残高 － －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － 10

当中間期変動額合計 － 10

当中間期末残高 － 10

少数株主持分

前期末残高 24,447 24,621

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △93 177

当中間期変動額合計 △93 177

当中間期末残高 24,354 24,799

純資産合計

前期末残高 162,634 207,095

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,877 3,505

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 31,360 △859

当中間期変動額合計 35,387 1,813

当中間期末残高 198,021 208,909

(4) 継続企業の前提に関する注記
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4. 中間財務諸表 (個別)

(1) 中間貸借対照表（個別）

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 120,422 124,809

コールローン 21,196 2,145

買入金銭債権 4,073 4,421

商品有価証券 558 1,831

金銭の信託 24,347 24,500

有価証券 1,626,523 1,560,677

貸出金 2,685,517 2,742,590

外国為替 831 1,241

その他資産 18,877 26,416

有形固定資産 40,368 39,795

無形固定資産 10,670 10,892

繰延税金資産 25,553 30,945

支払承諾見返 16,638 17,809

貸倒引当金 △28,920 △30,134

資産の部合計 4,566,657 4,557,943

負債の部

預金 4,083,481 4,046,478

譲渡性預金 111,706 81,593

債券貸借取引受入担保金 100,514 83,573

借用金 20,600 76,900

外国為替 153 253

社債 20,000 40,000

その他負債 18,762 18,280

未払法人税等 61 36

リース債務 1,457 1,026

資産除去債務 431

その他の負債 16,811 17,218

退職給付引当金 11,123 10,407

役員退職慰労引当金 － 454

睡眠預金払戻損失引当金 72 93

偶発損失引当金 1,973 2,106

支払承諾 16,638 17,809

負債の部合計 4,385,025 4,377,952
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(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,830 18,830

資本準備金 18,813 18,813

その他資本剰余金 16 16

利益剰余金 116,373 113,691

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 103,116 100,434

別途積立金 97,940 92,240

繰越利益剰余金 5,176 8,194

自己株式 △2,978 △2,973

株主資本合計 161,474 158,798

その他有価証券評価差額金 21,070 21,728

繰延ヘッジ損益 △923 △536

評価・換算差額等合計 20,147 21,192

新株予約権 10 －

純資産の部合計 181,632 179,990

負債及び純資産の部合計 4,566,657 4,557,943
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(2) 中間損益計算書（個別）

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

経常収益 45,453 43,373

資金運用収益 35,562 32,984

（うち貸出金利息） 26,218 23,716

（うち有価証券利息配当金） 9,176 9,059

役務取引等収益 4,999 5,604

その他業務収益 3,460 3,569

その他経常収益 1,432 1,215

経常費用 38,975 36,494

資金調達費用 5,355 4,215

（うち預金利息） 4,350 3,135

役務取引等費用 2,072 2,100

その他業務費用 414 236

営業経費 26,449 26,276

その他経常費用 4,683 3,666

経常利益 6,478 6,879

特別利益 1,224 948

償却債権取立益 1,224 948

特別損失 29 388

固定資産処分損 9 46

減損損失 19 59

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 283

税引前中間純利益 7,673 7,439

法人税、住民税及び事業税 30 40

法人税等調整額 2,746 3,890

法人税等合計 2,776 3,930

中間純利益 4,897 3,508
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(3) 中間株主資本等変動計算書（個別）

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 29,249 29,249

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 29,249 29,249

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 18,813 18,813

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,813 18,813

その他資本剰余金

前期末残高 16 16

当中間期変動額

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 16 16

資本剰余金合計

前期末残高 18,830 18,830

当中間期変動額

自己株式の処分 0 △0

当中間期変動額合計 0 △0

当中間期末残高 18,830 18,830

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 13,257 13,257

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 13,257 13,257

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 116,240 92,240

当中間期変動額

別途積立金の積立 － 5,700

別途積立金の取崩 △24,000 －

当中間期変動額合計 △24,000 5,700

当中間期末残高 92,240 97,940
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

繰越利益剰余金

前期末残高 △21,477 8,194

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,897 3,508

別途積立金の積立 － △5,700

別途積立金の取崩 24,000 －

当中間期変動額合計 28,069 △3,018

当中間期末残高 6,592 5,176

利益剰余金合計

前期末残高 108,019 113,691

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,897 3,508

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

当中間期変動額合計 4,069 2,681

当中間期末残高 112,089 116,373

自己株式

前期末残高 △2,945 △2,973

当中間期変動額

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 △22 △5

当中間期末残高 △2,968 △2,978

株主資本合計

前期末残高 153,154 158,798

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,897 3,508

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

当中間期変動額合計 4,047 2,676

当中間期末残高 157,201 161,474
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △17,051 21,728

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

31,480 △657

当中間期変動額合計 31,480 △657

当中間期末残高 14,429 21,070

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △425 △536

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△29 △386

当中間期変動額合計 △29 △386

当中間期末残高 △454 △923

評価・換算差額等合計

前期末残高 △17,476 21,192

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

31,451 △1,044

当中間期変動額合計 31,451 △1,044

当中間期末残高 13,974 20,147

新株予約権

前期末残高 － －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － 10

当中間期変動額合計 － 10

当中間期末残高 － 10

純資産合計

前期末残高 135,677 179,990

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 4,897 3,508

自己株式の取得 △24 △7

自己株式の処分 2 2

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 31,451 △1,034

当中間期変動額合計 35,498 1,642

当中間期末残高 171,176 181,632

(4)継続企業の前提に関する注記
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