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1.  平成21年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
（注）「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 ％

20年9月中間期 58,845 8.0 1,273 △77.0 1,117 △77.8

19年9月中間期 54,487 △6.6 5,548 305.3 5,043 812.2

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

20年9月中間期 4.04 ―

19年9月中間期 18.19 ―

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 ％

20年9月中間期 4,498,583 194,924 3.8 616.32 10.83
20年3月期 4,565,111 199,109 3.8 630.66 10.78

（参考） 自己資本   20年9月中間期  170,046百万円 20年3月期  174,257百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 109,000 0.1 3,500 378.9 2,600 △49.7 9.42

－ 1 －



4.  その他 
(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) 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(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も
の) 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 20年9月中間期  281,756,564株 20年3月期  281,756,564株

② 期末自己株式数 20年9月中間期  5,850,489株 20年3月期  5,448,334株

③ 期中平均株式数（中間期） 20年9月中間期  276,239,941株 19年9月中間期  277,224,611株

（個別業績の概要） 

1.  平成21年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。 
（注）「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 ％

20年9月中間期 54,715 7.8 989 △80.5 1,030 △79.6

19年9月中間期 50,746 △6.1 5,079 420.9 5,039 ―

1株当たり中間純利益

円 銭

20年9月中間期 3.73
19年9月中間期 18.18

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 ％

20年9月中間期 4,485,426 167,474 3.7 607.00 10.57
20年3月期 4,551,725 171,771 3.8 621.67 10.53

（参考） 自己資本 20年9月中間期  167,474百万円 20年3月期  171,771百万円

2.  平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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、当第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。 
２． 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 101,000 △0.3 3,000 ― 2,500 △50.5 9.06

－ 2 －



  

  
連結ベースの「経常収益」は、当行単体において有価証券利息配当金の減少により「資金運用収益」が

減少しましたが、株式等売却益の増加により「その他経常収益」が増加したことなどから、前年同期比

４３億円増加の５８８億円となりました。 

一方、「連結経常費用」は、当行単体において国債等債券関係損の増加により「その他業務費用」が増

加したことや、株式等償却及び貸倒償却引当費用等の増加により「その他経常費用」が増加しましたの

で、前年同期比８６億円増加の５７５億円となりました。 

以上の結果、「連結経常利益」は前年同期比４２億円減少して１２億円となりました。また、当行単体

の「特別利益」段階で償却債権取立益が減少したことから、「税金等調整前中間純利益」は前年同期比 

６７億円の減少となり、税引後の「中間純利益」も前年同期比３９億円減少の１１億円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は４円０４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、前年同期に比べ貸出金利息等は増加しましたが、有価証

券利息配当金が減少したことから「資金運用収益」は減少いたしました。しかし、国債等債券売却益など

の増加により「その他業務収益」が、また、株式等売却益などの増加により「その他経常収益」がともに

増加しましたので、「経常収益」は前年同期比３９億円増加の５４７億円となりました。 

一方、費用面では国債等債券関係損の増加で「その他業務費用」が増加したことや、不良債権処理額及

び株式等償却などの増加で「その他経常費用」が増加しましたので、「経常費用」は前年同期比８０億円

増加の５３７億円となりました。 

この結果、「経常利益」は前年同期比４０億円減少して９億円となり、また、「特別利益」段階では償

却債権取立益が減少しましたので、「税引前中間純利益」は前年同期比６６億円の減少となり、税引後の

「中間純利益」も前年同期比４０億円減少の１０億円となりました。 

これにより、１株当たり中間純利益は３円７３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２０２億円減少して、当中間期末残高は３兆９，１８１億円となりました。ま

た、譲渡性預金も上半期中６５２億円減少して、当中間期末残高は７８９億円となりました。 

貸出金は、上半期中１億円増加して、当中間期末残高は２兆６，７９６億円となりました。一方、有価

証券は上半期中８５９億円減少して、当中間期末残高は１兆４，５４２億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中４１億円減少して、当中間期末残高は１，９４９億円となり、これにより、

連結ベースの１株当たり純資産額は６１６円３２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１０．８３％（前年中間期末１１．２７％）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、金融サービスの利便性・信頼性向上に向けた取り組みを推進するもとで、安定的な資金

調達に注力いたしました。この結果、個人預金は順調に増加しましたが、法人預金等が減少したことから

預金全体では上半期中１９３億円減少して、当中間期末残高は３兆９，２７０億円となりました。 

また、譲渡性預金も同業者預金等が減少したことから上半期中６５２億円減少して、当中間期末残高は

７８９億円となりました。 

一方、貸出金は、中堅・中小企業向けや個人向け融資の増加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。この結果、住宅ローンは順調に増加しましたが、地方

公共団体向け貸出が減少したこと等から貸出金全体では上半期中１４億円減少して、当中間期末残高は

２兆６，９２７億円となりました。 

また、有価証券は、国債や地方債の引受に協力させていただくとともに、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上半期中８５９億円減少して、当中間期末残高

は１兆４，５４８億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中４２億円減少して、当中間期末残高は１，６７４億円となり、これにより、

単体ベースの１株当たり純資産額は６０７円００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１０．５７％（前年中間期末１１．０４％）となっております。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

 （中間期の経営成績）

2. 財政状態に関する定性的情報

 （中間期末の資産、負債、純資産等の状況）
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米欧の金融危機と世界景気の後退懸念を背景に、株式や為替の急激な相場変動が続き先行き不透明感が

強いうえ、地域経済におきましても一段の弱さがみられるなど景気の悪化が懸念されています。 

当期の業績につきましては、中期経営計画「モア・バリュー“ＮＡＮＴＯ”」のもと、当行では地域・

部門別営業力の強化等を通じ収益力の向上に現在取り組んでおり、資金利益及び役務取引等利益はほぼ計

画どおりに推移すると予想しておりますが、経費の増加を見込むため、本業の収益力を示すコア業務純益

は前期を下回る見通しであります。 

また、当期は前期ほど多額の償却債権取立益が発生しないため、与信関連費用の増加を見込むととも

に、株式等関係損の増加を見込んでおります。 

こうした状況から、平成21年３月期につきましては、引き続き経営効率化に努めてまいりますが本年10

月10日に公表いたしました業績予想を修正し、連結ベースの業績は、経常収益１，０９０億円（前回発表

予想 １，０８６億円）、経常利益３５億円（前回発表予想 ５６億円）、また、当期純利益２６億円

（前回発表予想 ４６億円）をそれぞれ予想しております。 

当行単体では、経常収益１，０１０億円（前回発表予想 １，０１０億円）、経常利益３０億円（前回

発表予想 ５０億円）、当期純利益２５億円（前回発表予想 ４５億円）、また、業務純益１１０億円

（前回発表予想 １０５億円）をそれぞれ予想しております。 

なお、「平成21年３月期通期の業績予想の修正」につきましては、本日、別途開示しております資料を

ご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計

基準及び適用指針を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。なお、

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
  

3. 業績予想に関する定性的情報

 （当期の見通し）

4. その他

(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)

(2) 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

  
 本資料には、将来の業績に関する記載が含まれています。 
 こうした記載は、将来の業績を保障するものではなくリスクや不確実性を内包するものであります。 
 実際の業績は、経営環境の変化などにより、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合があること
をご承知おきください。 
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5. 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20年９月30日) 

前連結会計年度に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

現金預け金 105,751 103,641 

コールローン及び買入手形 30,182 38,392 

買入金銭債権 5,170 6,191 

商品有価証券 2,708 4,313 

金銭の信託 42,855 43,000 

有価証券 1,454,236 1,540,174 

貸出金 2,679,621 2,679,469 

外国為替 950 1,083 

リース債権及びリース投資資産 16,769 － 

その他資産 69,294 51,783 

有形固定資産 43,878 59,087 

無形固定資産 10,840 3,905 

繰延税金資産 50,707 48,000 

支払承諾見返 24,851 25,252 

貸倒引当金 △39,235 △39,185 

資産の部合計 4,498,583 4,565,111 

負債の部 

預金 3,918,151 3,938,355 

譲渡性預金 78,921 144,210 

コールマネー及び売渡手形 82,000 20,000 

債券貸借取引受入担保金 28,149 38,934 

借用金 100,818 139,428 

外国為替 275 258 

社債 20,000 20,000 

その他負債 42,318 32,387 

退職給付引当金 7,749 6,671 

役員退職慰労引当金 358 436 

睡眠預金払戻損失引当金 64 66 

支払承諾 24,851 25,252 

負債の部合計 4,303,659 4,366,001 

純資産の部 

資本金 29,249 29,249 

資本剰余金 18,829 18,820 

利益剰余金 134,794 134,506 

自己株式 △2,871 △2,629 

株主資本合計 180,002 179,947 

その他有価証券評価差額金 △10,067 △5,417 

繰延ヘッジ損益 111 △272 

評価・換算差額等合計 △9,955 △5,690 

少数株主持分 24,877 24,852 

純資産の部合計 194,924 199,109 

負債及び純資産の部合計 4,498,583 4,565,111 
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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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

経常収益 54,487 58,845 

資金運用収益 40,369 39,404 

（うち貸出金利息） 25,424 26,828 

（うち有価証券利息配当金） 14,516 11,773 

役務取引等収益 10,213 10,400 

その他業務収益 651 3,077 

その他経常収益 3,252 5,962 

経常費用 48,938 57,571 

資金調達費用 7,742 7,566 

（うち預金利息） 5,219 5,813 

役務取引等費用 4,617 4,591 

その他業務費用 7,407 9,729 

営業経費 24,698 28,032 

その他経常費用 4,472 7,651 

経常利益 5,548 1,273 

特別利益 3,277 822 

償却債権取立益 3,277 822 

特別損失 59 96 

固定資産処分損 59 45 

減損損失 － 50 

税金等調整前中間純利益 8,766 1,999 

法人税、住民税及び事業税 628 346 

法人税等調整額 2,477 172 

法人税等合計 － 519 

少数株主利益 616 363 

中間純利益 5,043 1,117 
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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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 18,819 18,820 

当中間期変動額 

自己株式の処分 1 8 

当中間期変動額合計 1 8 

当中間期末残高 18,820 18,829 

利益剰余金 

前期末残高 130,998 134,506 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,043 1,117 

当中間期変動額合計 4,211 288 

当中間期末残高 135,210 134,794 

自己株式 

前期末残高 △2,053 △2,629 

当中間期変動額 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 3 43 

当中間期変動額合計 △46 △242 

当中間期末残高 △2,099 △2,871 

株主資本合計 

前期末残高 177,014 179,947 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,043 1,117 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 5 52 

当中間期変動額合計 4,166 55 

当中間期末残高 181,181 180,002 
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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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 26,411 △5,417 

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） △9,102 △4,649 

当中間期変動額合計 △9,102 △4,649 

当中間期末残高 17,308 △10,067 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 216 △272 

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） 30 384 

当中間期変動額合計 30 384 

当中間期末残高 247 111 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 26,628 △5,690 

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） △9,072 △4,265 

当中間期変動額合計 △9,072 △4,265 

当中間期末残高 17,555 △9,955 

少数株主持分 

前期末残高 24,222 24,852 

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） 302 24 

当中間期変動額合計 302 24 

当中間期末残高 24,525 24,877 

純資産合計 

前期末残高 227,865 199,109 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,043 1,117 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 5 52 

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △8,769 △4,240 

当中間期変動額合計 △4,602 △4,185 

当中間期末残高 223,262 194,924 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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6. 中間財務諸表

(1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円) 

当中間会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前事業年度に係る 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

現金預け金 105,738 103,567 

コールローン 30,182 38,392 

買入金銭債権 5,170 6,191 

商品有価証券 2,708 4,313 

金銭の信託 42,855 43,000 

有価証券 1,454,818 1,540,755 

貸出金 2,692,776 2,694,243 

外国為替 950 1,083 

その他資産 64,107 45,493 

有形固定資産 39,040 38,872 

無形固定資産 9,517 988 

繰延税金資産 47,732 45,081 

支払承諾見返 24,851 25,252 

貸倒引当金 △35,023 △35,510 

資産の部合計 4,485,426 4,551,725 

負債の部 

預金 3,927,069 3,946,439 

譲渡性預金 78,921 144,210 

コールマネー 82,000 20,000 

債券貸借取引受入担保金 28,149 38,934 

借用金 114,100 153,400 

外国為替 275 258 

社債 20,000 20,000 

その他負債 34,480 24,346 

未払法人税等 365 － 

リース債務 163 － 

その他の負債 33,950 － 

退職給付引当金 7,680 6,609 

役員退職慰労引当金 358 436 

睡眠預金払戻損失引当金 64 66 

支払承諾 24,851 25,252 

負債の部合計 4,317,951 4,379,953 

純資産の部 

資本金 29,249 29,249 

資本剰余金 18,829 18,820 

資本準備金 18,813 18,813 

その他資本剰余金 15 6 

利益剰余金 132,227 132,026 

利益準備金 13,257 13,257 

その他利益剰余金 118,970 118,768 

別途積立金 116,240 112,840 

繰越利益剰余金 2,730 5,928 

自己株式 △2,871 △2,629 

株主資本合計 177,435 177,467 

その他有価証券評価差額金 △10,072 △5,423 

繰延ヘッジ損益 111 △272 

評価・換算差額等合計 △9,960 △5,695 

純資産の部合計 167,474 171,771 

負債及び純資産の部合計 4,485,426 4,551,725 
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(2)【中間損益計算書】 

(単位：百万円) 

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

経常収益 50,746 54,715 

資金運用収益 40,410 39,453 

（うち貸出金利息） 25,471 26,882 

（うち有価証券利息配当金） 14,516 11,772 

役務取引等収益 6,349 6,135 

その他業務収益 651 3,077 

その他経常収益 3,334 6,048 

経常費用 45,666 53,726 

資金調達費用 8,040 7,856 

（うち預金利息） 5,229 5,830 

役務取引等費用 2,079 2,114 

その他業務費用 7,407 9,729 

営業経費 24,730 27,430 

その他経常費用 3,408 6,594 

経常利益 5,079 989 

特別利益 3,078 598 

特別損失 59 99 

税引前中間純利益 8,098 1,488 

法人税、住民税及び事業税 250 230 

法人税等調整額 2,809 228 

法人税等合計 － 458 

中間純利益 5,039 1,030 
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(3)【中間株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 5 6 

当中間期変動額 

自己株式の処分 1 8 

当中間期変動額合計 1 8 

当中間期末残高 6 15 

資本剰余金合計 

前期末残高 18,819 18,820 

当中間期変動額 

自己株式の処分 1 8 

当中間期変動額合計 1 8 

当中間期末残高 18,820 18,829 

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 108,190 112,840 

当中間期変動額 

別途積立金の積立 4,650 3,400 

当中間期変動額合計 4,650 3,400 

当中間期末残高 112,840 116,240 

繰越利益剰余金 

前期末残高 7,193 5,928 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,039 1,030 

別途積立金の積立 △4,650 △3,400 

当中間期変動額合計 △442 △3,198 

当中間期末残高 6,750 2,730 

利益剰余金合計 

前期末残高 128,640 132,026 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,039 1,030 

当中間期変動額合計 4,207 201 

当中間期末残高 132,848 132,227 
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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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

自己株式 

前期末残高 △2,053 △2,629 

当中間期変動額 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 3 43 

当中間期変動額合計 △46 △242 

当中間期末残高 △2,099 △2,871 

株主資本合計 

前期末残高 174,656 177,467 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,039 1,030 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 5 52 

当中間期変動額合計 4,162 △31 

当中間期末残高 178,818 177,435 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 26,401 △5,423 

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） △9,098 △4,649 

当中間期変動額合計 △9,098 △4,649 

当中間期末残高 17,302 △10,072 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 216 △272 

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） 30 384 

当中間期変動額合計 30 384 

当中間期末残高 247 111 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 26,618 △5,695 

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） △9,068 △4,265 

当中間期変動額合計 △9,068 △4,265 

当中間期末残高 17,549 △9,960 

純資産合計 

前期末残高 201,274 171,771 

当中間期変動額 

剰余金の配当 △831 △828 

中間純利益 5,039 1,030 

自己株式の取得 △50 △285 

自己株式の処分 5 52 

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △9,068 △4,265 

当中間期変動額合計 △4,905 △4,297 

当中間期末残高 196,368 167,474 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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