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1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成21年4月1日～平成21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。 

(注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 ％

21年9月中間期 49,543 △15.8 6,372 400.3 4,877 336.5
20年9月中間期 58,845 8.0 1,273 △77.0 1,117 △77.8

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

21年9月中間期 17.69 ―

20年9月中間期 4.04 ―

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 ％

21年9月中間期 4,497,798 198,021 3.9 629.85 10.57
21年3月期 4,607,649 162,634 3.0 501.09 10.06

（参考） 自己資本   21年9月中間期  173,667百万円 21年3月期  138,186百万円

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

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 94,000 △12.5 10,600 ― 7,600 ― 27.56
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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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月中間期 281,756,564株 21年3月期  281,756,564株

② 期末自己株式数 21年9月中間期  6,027,278株 21年3月期  5,985,664株

③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期 275,743,045株 20年9月中間期 276,239,941株

（個別業績の概要） 

1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成21年4月1日～平成21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を期末資産の部合計で除して算出しております。 

(注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 ％

21年9月中間期 45,453 △16.9 6,478 554.6 4,897 375.3
20年9月中間期 54,715 7.8 989 △80.5 1,030 △79.6

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 17.76
20年9月中間期 3.73

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 ％

21年9月中間期 4,486,780 171,176 3.8 620.81 10.33
21年3月期 4,596,322 135,677 3.0 491.99 9.82

（参考） 自己資本 21年9月中間期  171,176百万円 21年3月期  135,677百万円

2.  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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、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 86,000 △13.3 10,500 ― 7,500 ― 27.20
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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有価証券利息配当金等の減少に

より資金運用収益が減少したことや、株式等売却益の減少でその他経常収益が減少したことなどから前年

同期と比べ９３億１百万円減少して４９５億４３百万円となりました。 

一方、経常費用につきましては、当行単体において国債等債券関係損の減少によりその他業務費用が減

少したことや、株式等償却の減少等で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１４３億

９９百万円減少して４３１億７１百万円となりました。 

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ５０億９８百万円増加して６３億７２百万円となりました。 

 また、当行単体の特別利益段階において償却債権取立益が増加したことなどから、税金等調整前中間純

利益は前年同期と比べ５７億９２百万円増加して７７億９２百万円となり、税引後の中間純利益も３７億

５９百万円増加の４８億７７百万円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は１７円６９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、有価証券利息配当金や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や役務取引等収益が減少したこと、また、株式等売却益の減少でその他経常収益が

減少しましたので、経常収益は前年同期と比べ９２億６２百万円減少して４５４億５３百万円となりまし

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、国債等債券関係

損の減少によりその他業務費用が減少したことに加え営業経費が減少したこと、さらに、不良債権処理額

及び株式等償却の減少等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１４７億５１

百万円減少して３８９億７５百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年同期と比べ５４億８８百万円増加して６４億７８百万円となり、また、特別

利益段階では償却債権取立益が増加しましたので、税引前中間純利益は前年同期と比べ６１億８５百万円

増加して７６億７３百万円となり、税引後の中間純利益も３８億６６百万円の増加の４８億９７百万円と

なりました。 

これにより、１株当たり中間純利益は１７円７６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１３３億円増加して、当中間期末残高は３兆９，９７５億円となりました。 

一方、譲渡性預金は上半期中１４７億円減少して、当中間期末残高は８４３億円となりました。 

貸出金は、上半期中８９４億円減少して、当中間期末残高は２兆７，６５１億円となりました。 

また、有価証券は上半期中３１０億円増加して、当中間期末残高は１兆４，５７０億円となりました。

なお、純資産額は上半期中３５３億円増加して、当中間期末残高は１，９８０億円となり、これによ

り、連結ベースの１株当たり純資産額は６２９円８５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１０．５７％（前年中間期末１０．８３％）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・顧客保護向上に向けた取り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、個人預金が順調に増加したことから預金は上半期中１２４億円増加して、

当中間期末残高は４兆６６億円となりました。一方、譲渡性預金は法人からの預け入れが減少しましたの

で上半期中１４３億円減少して、当中間期末残高は８４７億円となりました。 

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、住宅ローンは増加しましたが、事業性及び地方公

共団体向け貸出金等が減少したことから貸出金全体では上半期中８９３億円減少して、当中間期末残高は

２兆７，７８３億円となりました。 

【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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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３１０億円増加して、当中間期末残高

は１兆４，５７５億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中３５４億円増加して、当中間期末残高は１，７１１億円となり、これによ

り、単体ベースの１株当たり純資産額は６２０円８１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１０．３３％（前年中間期末１０．５７％）となっております。 

  

  
内外経済には持ち直しの動きがみられ、金融環境も厳しさを残しつつも改善の動きが拡がっています。

こうした金融経済環境にあって、先行きにつき予断は許されないものの、当期（平成22年３月期）にお

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、株式市

況の持ち直し等を背景に保有有価証券に係る損失の発生も限定的なものとなり、有価証券関係損益は前期

と比べ大幅に改善するものと予想されます。 

当期（平成22年３月期）の見通しにつきましては、引き続き安定的な収益性の確保と経営基盤の強化に

努めるなか、中間期の経営成績も踏まえて本年５月１５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９４０億円（前回発表予想 ９２０億円）、経常利益１０６億円（前回発表予想

９８億円）、また、当期純利益７６億円（前回発表予想 ６１億円）をそれぞれ予想しております。 

当行単体では、経常収益８６０億円（前回発表予想 ８４０億円）、経常利益１０５億円（前回発表予

想 ９０億円）、当期純利益７５億円（前回発表予想 ６０億円）、また、業務純益１９０億円（前回発

表予想 １６０億円）をそれぞれ予想しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（偶発損失引当金の計上基準） 

責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払等に備えるため、対象債権に対する予想負担率

に基づき算定した将来の支払見積額を計上しております。 

 偶発損失引当金については、従来、資産の部の「貸倒引当金」に含めて計上しておりましたが、重要

性が増したことから財政状態をより適切に表示するため、第１四半期連結会計期間から負債の部に「偶

発損失引当金」として計上することとしております。なお、前連結会計年度の「貸倒引当金」に含まれ

る偶発損失引当金は７６１百万円であります。 
  

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21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21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 97,583 146,830

コールローン及び買入手形 1,373 1,556

買入金銭債権 5,865 6,474

商品有価証券 2,120 2,289

金銭の信託 27,986 32,000

有価証券 1,457,019 1,425,966

貸出金 2,765,152 2,854,567

外国為替 1,997 636

リース債権及びリース投資資産 16,719 16,481

その他資産 44,756 33,748

有形固定資産 42,817 42,970

無形固定資産 11,014 10,904

繰延税金資産 39,605 47,170

支払承諾見返 19,672 22,811

貸倒引当金 △35,885 △36,759

資産の部合計 4,497,798 4,607,649

負債の部   

預金 3,997,584 3,984,202

譲渡性預金 84,314 99,044

コールマネー及び売渡手形 30,000 －

債券貸借取引受入担保金 32,316 24,981

借用金 78,355 259,289

外国為替 513 200

社債 20,000 20,000

その他負債 25,050 25,621

退職給付引当金 9,696 8,364

役員退職慰労引当金 418 393

睡眠預金払戻損失引当金 99 105

偶発損失引当金 1,754 －

支払承諾 19,672 22,811

負債の部合計 4,299,776 4,445,015

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 114,575 110,525

自己株式 △2,968 △2,945

株主資本合計 159,686 155,659

その他有価証券評価差額金 14,435 △17,048

繰延ヘッジ損益 △454 △425

評価・換算差額等合計 13,980 △17,473

少数株主持分 24,354 24,447

純資産の部合計 198,021 162,634

負債及び純資産の部合計 4,497,798 4,607,649
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 58,845 49,543

資金運用収益 39,404 35,519

（うち貸出金利息） 26,828 26,172

（うち有価証券利息配当金） 11,773 9,177

役務取引等収益 10,400 9,215

その他業務収益 3,077 3,460

その他経常収益 5,962 1,348

経常費用 57,571 43,171

資金調達費用 7,566 5,047

（うち預金利息） 5,813 4,330

役務取引等費用 4,591 4,635

その他業務費用 9,729 414

営業経費 28,032 27,047

その他経常費用 7,651 6,026

経常利益 1,273 6,372

特別利益 822 1,450

償却債権取立益 822 1,450

特別損失 96 30

固定資産処分損 45 11

減損損失 50 19

税金等調整前中間純利益 1,999 7,792

法人税、住民税及び事業税 346 121

法人税等調整額 172 2,562

法人税等合計 519 2,684

少数株主利益 363 231

中間純利益 1,117 4,877
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 18,820 18,830

当中間期変動額   

自己株式の処分 8 0

当中間期変動額合計 8 0

当中間期末残高 18,829 18,830

利益剰余金   

前期末残高 134,506 110,525

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,117 4,877

当中間期変動額合計 288 4,049

当中間期末残高 134,794 114,575

自己株式   

前期末残高 △2,629 △2,945

当中間期変動額   

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 43 2

当中間期変動額合計 △242 △22

当中間期末残高 △2,871 △2,968

株主資本合計   

前期末残高 179,947 155,659

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,117 4,877

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 52 2

当中間期変動額合計 55 4,027

当中間期末残高 180,002 159,686
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △5,417 △17,048

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）

△4,649 31,483

当中間期変動額合計 △4,649 31,483

当中間期末残高 △10,067 14,435

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △272 △425

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）

384 △29

当中間期変動額合計 384 △29

当中間期末残高 111 △454

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5,690 △17,473

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）

△4,265 31,454

当中間期変動額合計 △4,265 31,454

当中間期末残高 △9,955 13,980

少数株主持分   

前期末残高 24,852 24,447

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）

24 △93

当中間期変動額合計 24 △93

当中間期末残高 24,877 24,354

純資産合計   

前期末残高 199,109 162,634

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,117 4,877

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 52 2

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,240 31,360

当中間期変動額合計 △4,185 35,387

当中間期末残高 194,924 198,021
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 該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

㈱南都銀行（８３６７）平成22年３月期第２四半期決算短信

― 9 ―



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21年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 97,571 146,814

コールローン 1,373 1,556

買入金銭債権 5,865 6,474

商品有価証券 2,120 2,289

金銭の信託 27,986 32,000

有価証券 1,457,594 1,426,569

貸出金 2,778,321 2,867,713

外国為替 1,997 636

その他資産 39,170 28,576

有形固定資産 39,648 39,140

無形固定資産 9,946 9,680

繰延税金資産 36,142 43,880

支払承諾見返 19,672 22,811

貸倒引当金 △30,630 △31,821

資産の部合計 4,486,780 4,596,322

負債の部   

預金 4,006,678 3,994,232

譲渡性預金 84,714 99,044

コールマネー 30,000 －

債券貸借取引受入担保金 32,316 24,981

借用金 92,400 273,100

外国為替 513 200

社債 20,000 20,000

その他負債 17,428 17,487

未払法人税等 109 104

リース債務 848 554

その他の負債 16,469 16,828

退職給付引当金 9,606 8,286

役員退職慰労引当金 418 393

睡眠預金払戻損失引当金 99 105

偶発損失引当金 1,754 －

支払承諾 19,672 22,811

負債の部合計 4,315,604 4,460,644
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(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 112,089 108,019

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 98,832 94,762

別途積立金 92,240 116,240

繰越利益剰余金 6,592 △21,477

自己株式 △2,968 △2,945

株主資本合計 157,201 153,154

その他有価証券評価差額金 14,429 △17,051

繰延ヘッジ損益 △454 △425

評価・換算差額等合計 13,974 △17,476

純資産の部合計 171,176 135,677

負債及び純資産の部合計 4,486,780 4,596,322
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 54,715 45,453

資金運用収益 39,453 35,562

（うち貸出金利息） 26,882 26,218

（うち有価証券利息配当金） 11,772 9,176

役務取引等収益 6,135 4,999

その他業務収益 3,077 3,460

その他経常収益 6,048 1,432

経常費用 53,726 38,975

資金調達費用 7,856 5,355

（うち預金利息） 5,830 4,350

役務取引等費用 2,114 2,072

その他業務費用 9,729 414

営業経費 27,430 26,449

その他経常費用 6,594 4,683

経常利益 989 6,478

特別利益 598 1,224

特別損失 99 29

税引前中間純利益 1,488 7,673

法人税、住民税及び事業税 230 30

法人税等調整額 228 2,746

法人税等合計 458 2,776

中間純利益 1,030 4,897
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 6 16

当中間期変動額   

自己株式の処分 8 0

当中間期変動額合計 8 0

当中間期末残高 15 16

資本剰余金合計   

前期末残高 18,820 18,830

当中間期変動額   

自己株式の処分 8 0

当中間期変動額合計 8 0

当中間期末残高 18,829 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 112,840 116,240

当中間期変動額   

別途積立金の積立 3,400 －

別途積立金の取崩 － △24,000

当中間期変動額合計 3,400 △24,000

当中間期末残高 116,240 92,240
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,928 △21,477

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,030 4,897

別途積立金の積立 △3,400 －

別途積立金の取崩 － 24,000

当中間期変動額合計 △3,198 28,069

当中間期末残高 2,730 6,592

利益剰余金合計   

前期末残高 132,026 108,019

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,030 4,897

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 201 4,069

当中間期末残高 132,227 112,089

自己株式   

前期末残高 △2,629 △2,945

当中間期変動額   

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 43 2

当中間期変動額合計 △242 △22

当中間期末残高 △2,871 △2,968

株主資本合計   

前期末残高 177,467 153,154

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,030 4,897

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 52 2

当中間期変動額合計 △31 4,047

当中間期末残高 177,435 157,201
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △5,423 △17,051

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）

△4,649 31,480

当中間期変動額合計 △4,649 31,480

当中間期末残高 △10,072 14,429

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △272 △425

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）

384 △29

当中間期変動額合計 384 △29

当中間期末残高 111 △454

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5,695 △17,476

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）

△4,265 31,451

当中間期変動額合計 △4,265 31,451

当中間期末残高 △9,960 13,974

純資産合計   

前期末残高 171,771 135,677

当中間期変動額   

剰余金の配当 △828 △827

中間純利益 1,030 4,897

自己株式の取得 △285 △24

自己株式の処分 52 2

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,265 31,451

当中間期変動額合計 △4,297 35,498

当中間期末残高 167,474 171,176
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 該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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