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1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期中間期 46,808 △1.1 4,286 △41.8 1,995 △43.0

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

（注）包括利益 24年3月期中間期 465百万円 （△84.3％） 23年3月期中間期 2,976百万円 （―％）

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

24年3月期中間期 7.23 7.23
23年3月期中間期 12.71 12.71

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 4,686,760 206,493 3.8 11.85
23年3月期 4,608,561 207,175 3.9 11.74

（参考） 自己資本   24年3月期中間期  180,789百万円 23年3月期  182,018百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

24年3月期 ― 3.00

24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 90,000 △1.0 9,200 △28.0 5,100 △22.5 18.49



(1) 当中間期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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期中間期 281,756,564 株 23年3月期 281,756,564 株

② 期末自己株式数 24年3月期中間期 6,061,079 株 23年3月期 6,073,805 株

③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 275,690,215 株 23年3月期中間期 275,714,286 株

（個別業績の概要） 

1.  平成24年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期中間期 41,769 △3.6 2,838 △58.7 1,864 △46.8

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

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 6.76
23年3月期中間期 12.72

総資産 純資産 自己資本比率
単体自己資本比率（国内

基準）
百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 4,676,539 178,218 3.8 11.54
23年3月期 4,597,833 179,566 3.9 11.46

（参考） 自己資本 24年3月期中間期  178,175百万円 23年3月期  179,535百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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。 
 
 
※ 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23年12月9日（金）・・・・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

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 81,000 △2.2 8,000 △30.1 5,000 △24.0 18.13
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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その他経常収益は増加しま

したが、資金運用収益やその他業務収益が減少したことなどから前年同期と比べ５億５４百万円減少

して４６８億８百万円となりました。 

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は減少しましたが、株式等償却が

増加したことでその他経常費用が増加したことなどから前年同期と比べ２５億２３百万円増加して 

４２５億２２百万円となりました。 

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ３０億７８百万円減少して４２億８６百万円となりまし

た。また、税金等調整前中間純利益は前年同期と比べ４０億８３百万円減少して３９億９１百万円と

なり、中間純利益も１５億１０百万円減少して１９億９５百万円となりました。 

これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は７円２３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、その他経常収益に貸倒引当金戻入益及び償却債権取

立益を計上することとなったことに伴い、その他経常収益は増加しましたが、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、国債等債券売却益の減少によりその他業務収益が減少したこと

から、経常収益は前年同期と比べ１６億３百万円減少して４１７億６９百万円となりました。 

また、費用面では、預金等利息の減少により資金調達費用が減少した一方で、不良債権処理額は減

少したものの株式等償却が増加したこと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

と比べ２４億３６百万円増加して３８９億３１百万円となりました。 

このように、当中間期は与信関連費用は減少しましたが、有価証券関係損益が悪化したことから経

常利益は前年同期と比べ４０億４０百万円減少して２８億３８百万円となりました。また、税引前中

間純利益は前年同期比４８億９５百万円減少して２５億４４百万円となり、税引後の中間純利益も同

じく１６億４４百万円減少して１８億６４百万円となりました。 

これにより、１株当たり中間純利益は６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１,０９２億円増加して、当中間期末残高は４兆２,２６３億円となりまし

た。一方、譲渡性預金は上半期中６９億円減少して、当中間期末残高は５７０億円となりました。 

貸出金については上半期中１００億円増加して、当中間期末残高は２兆７,１９６億円となり、ま

た、有価証券も上半期中１１０億円増加して、当中間期末残高は１兆６,７９９億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中６億円減少して、当中間期末残高は２,０６４億円となり、これによ

り、連結ベースの１株当たり純資産額は６５５円７５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１１.８５％（前年中間期末１１.６０％）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・サービスの充実に取り組むとともに、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等が増加しましたので預金は上半期中１,０８９億円増加し

て、当中間期末残高は４兆２,３６９億円となりました。一方、譲渡性預金は地方公共団体等からの

預け入れが減少したことから上半期中６９億円減少して、当中間期末残高は５７０億円となりまし

た。 

貸出金は、地域密着型金融を推進し、中堅・中小企業や個人のお客さまのニーズに応じて多様で円

滑な資金供給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、住宅ローン及び事業性貸出を中心に貸出金は上半期中１０５億円増加して、当中間

期末残高は２兆７,３０８億円となりました。 

１．当中間決算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、ポートフォリオの効率性向上と収益基盤確立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１１０億円増加して、当中間期末残高は１兆６,８０５億円となりました。 

なお、純資産額は上半期中１３億円減少して、当中間期末残高は１,７８２億円となり、これによ

り、単体ベースの１株当たり純資産額は６４６円２７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１１.５４％（前年中間期末１１.３３％）となっております。 

  

欧州債務問題や海外経済の減速懸念の高まりを背景として、円高や株価の不安定な動きが続くも

と、日本銀行はわが国経済も下振れリスクが高まっていると判断し、10月下旬に追加金融緩和を決定

しました。 

こうした金融経済情報下、企業の借入需要については増加の動きもみられるものの全体としては依

然低調で、さらに、銀行間の競争激化を通じて貸出金利が低下するなど金融機関を巡る収益環境は引

き続き厳しい状況にあります。 

当期（平成24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

下の金融環境や中間期の収益状況を踏まえ、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一部修正しております。 

連結ベースの業績は、経常収益９００億円（前回発表予想８２０億円）、経常利益９２億円（前回

発表予想と変わらず。）、また、当期純利益５１億円（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８１０億円（前回発表予想７６０億円）、経常利益８０億円（前回発表予

想と変わらず。）、当期純利益５０億円（前回発表予想と変わらず。）、また、業務純益１４０億円

（前回発表予想１３６億円）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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２．中間連結財務諸表
（１）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

現金預け金 91,151 135,125

コールローン及び買入手形 3,429 14,420

買入金銭債権 4,716 3,669

商品有価証券 786 575

金銭の信託 24,500 25,437

有価証券 1,668,948 1,679,968

貸出金 2,709,612 2,719,693

外国為替 1,434 1,277

リース債権及びリース投資資産 15,472 14,779

その他資産 21,468 26,981

有形固定資産 41,999 41,161

無形固定資産 10,168 9,223

繰延税金資産 31,086 29,428

支払承諾見返 15,410 14,251

貸倒引当金 △31,624 △29,233

資産の部合計 4,608,561 4,686,760

負債の部

預金 4,117,087 4,226,355

譲渡性預金 64,008 57,019

債券貸借取引受入担保金 116,109 85,256

借用金 27,369 39,005

外国為替 150 145

社債 20,000 20,000

その他負債 27,497 24,576

退職給付引当金 11,477 12,043

睡眠預金払戻損失引当金 121 92

偶発損失引当金 2,153 1,521

支払承諾 15,410 14,251

負債の部合計 4,401,386 4,480,267

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,830 18,829

利益剰余金 121,094 122,262

自己株式 △2,990 △2,983

株主資本合計 166,184 167,358

その他有価証券評価差額金 16,540 14,331

繰延ヘッジ損益 △706 △901

その他の包括利益累計額合計 15,834 13,430

新株予約権 31 43

少数株主持分 25,125 25,660

純資産の部合計 207,175 206,493

負債及び純資産の部合計 4,608,561 4,686,760
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（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

経常収益 47,363 46,808

資金運用収益 32,941 31,502

（うち貸出金利息） 23,670 22,036

（うち有価証券利息配当金） 9,061 9,235

役務取引等収益 9,735 9,143

その他業務収益 3,569 2,357

その他経常収益 1,117 3,805

経常費用 39,998 42,522

資金調達費用 3,900 3,121

（うち預金利息） 3,125 2,370

役務取引等費用 4,540 4,551

その他業務費用 236 1,075

営業経費 26,740 26,173

その他経常費用 4,580 7,599

経常利益 7,365 4,286

特別利益 1,141 －

償却債権取立益 1,141 －

特別損失 431 294

固定資産処分損 46 28

減損損失 59 266

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 8,075 3,991

法人税、住民税及び事業税 285 247

法人税等調整額 3,751 877

法人税等合計 4,036 1,124

少数株主損益調整前中間純利益 4,038 2,867

少数株主利益 533 871

中間純利益 3,505 1,995
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中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前中間純利益 4,038 2,867

その他の包括利益 △1,062 △2,401

その他有価証券評価差額金 △675 △2,206

繰延ヘッジ損益 △386 △194

中間包括利益 2,976 465

親会社株主に係る中間包括利益 2,458 △408

少数株主に係る中間包括利益 518 873
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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 18,829

利益剰余金

当期首残高 116,163 121,094

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,505 1,995

当中間期変動額合計 2,678 1,168

当中間期末残高 118,842 122,262

自己株式

当期首残高 △2,973 △2,990

当中間期変動額

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 9

当中間期変動額合計 △5 6

当中間期末残高 △2,978 △2,983

株主資本合計

当期首残高 161,270 166,184

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,505 1,995

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 8

当中間期変動額合計 2,673 1,174

当中間期末残高 163,943 167,358
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 21,739 16,540

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）

△660 △2,208

当中間期変動額合計 △660 △2,208

当中間期末残高 21,079 14,331

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △536 △706

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）

△386 △194

当中間期変動額合計 △386 △194

当中間期末残高 △923 △901

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 21,203 15,834

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）

△1,047 △2,403

当中間期変動額合計 △1,047 △2,403

当中間期末残高 20,155 13,430

新株予約権

当期首残高 － 31

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 12

当中間期変動額合計 10 12

当中間期末残高 10 43

少数株主持分

当期首残高 24,621 25,125

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） 177 535

当中間期変動額合計 177 535

当中間期末残高 24,799 25,660

純資産合計

当期首残高 207,095 207,175

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,505 1,995

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 8

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △859 △1,855

当中間期変動額合計 1,813 △681

当中間期末残高 208,909 206,493

（４）継続企業の前提に関する注記
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３．中間財務諸表
（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

現金預け金 91,137 135,104

コールローン 3,429 14,420

買入金銭債権 4,716 3,669

商品有価証券 786 575

金銭の信託 24,500 25,437

有価証券 1,669,519 1,680,551

貸出金 2,720,328 2,730,829

外国為替 1,434 1,277

その他資産 15,893 20,625

有形固定資産 40,090 39,526

無形固定資産 9,520 8,711

繰延税金資産 27,736 26,326

支払承諾見返 15,410 14,251

貸倒引当金 △26,671 △24,767

資産の部合計 4,597,833 4,676,539

負債の部

預金 4,128,028 4,236,964

譲渡性預金 64,008 57,019

債券貸借取引受入担保金 116,109 85,256

借用金 41,000 53,180

外国為替 150 145

社債 20,000 20,000

その他負債 19,935 17,988

未払法人税等 45 19

リース債務 1,645 1,559

資産除去債務 415 419

その他の負債 17,829 15,989

退職給付引当金 11,348 11,900

睡眠預金払戻損失引当金 121 92

偶発損失引当金 2,153 1,521

支払承諾 15,410 14,251

負債の部合計 4,418,267 4,498,320
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

資本金 29,249 29,249

資本剰余金 18,830 18,829

資本準備金 18,813 18,813

その他資本剰余金 16 15

利益剰余金 118,621 119,659

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 105,364 106,402

別途積立金 97,940 102,740

繰越利益剰余金 7,424 3,662

自己株式 △2,990 △2,983

株主資本合計 163,711 164,755

その他有価証券評価差額金 16,529 14,320

繰延ヘッジ損益 △706 △901

評価・換算差額等合計 15,823 13,419

新株予約権 31 43

純資産の部合計 179,566 178,218

負債及び純資産の部合計 4,597,833 4,676,539
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

経常収益 43,373 41,769

資金運用収益 32,984 31,535

（うち貸出金利息） 23,716 22,070

（うち有価証券利息配当金） 9,059 9,234

役務取引等収益 5,604 4,999

その他業務収益 3,569 2,357

その他経常収益 1,215 2,877

経常費用 36,494 38,931

資金調達費用 4,215 3,455

（うち預金利息） 3,135 2,382

役務取引等費用 2,100 2,147

その他業務費用 236 1,075

営業経費 26,276 25,810

その他経常費用 3,666 6,442

経常利益 6,879 2,838

特別利益 948 －

特別損失 388 294

税引前中間純利益 7,439 2,544

法人税、住民税及び事業税 40 50

法人税等調整額 3,890 629

法人税等合計 3,930 679

中間純利益 3,508 1,864
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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 15

資本剰余金合計

当期首残高 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 18,829

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 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

当期首残高 92,240 97,940

当中間期変動額

別途積立金の積立 5,700 4,800

当中間期変動額合計 5,700 4,800

当中間期末残高 97,940 102,740
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

繰越利益剰余金

当期首残高 8,194 7,424

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,508 1,864

別途積立金の積立 △5,700 △4,800

当中間期変動額合計 △3,018 △3,762

当中間期末残高 5,176 3,662

利益剰余金合計

当期首残高 113,691 118,621

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,508 1,864

別途積立金の積立 － －

当中間期変動額合計 2,681 1,037

当中間期末残高 116,373 119,659

自己株式

当期首残高 △2,973 △2,990

当中間期変動額

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 9

当中間期変動額合計 △5 6

当中間期末残高 △2,978 △2,983

株主資本合計

当期首残高 158,798 163,711

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,508 1,864

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 8

当中間期変動額合計 2,676 1,043

当中間期末残高 161,474 164,755
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 21,728 16,529

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）

△657 △2,209

当中間期変動額合計 △657 △2,209

当中間期末残高 21,070 14,320

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △536 △706

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）

△386 △194

当中間期変動額合計 △386 △194

当中間期末残高 △923 △901

評価・換算差額等合計

当期首残高 21,192 15,823

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）

△1,044 △2,403

当中間期変動額合計 △1,044 △2,403

当中間期末残高 20,147 13,419

新株予約権

当期首残高 － 31

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 12

当中間期変動額合計 10 12

当中間期末残高 10 43

純資産合計

当期首残高 179,990 179,566

当中間期変動額

剰余金の配当 △827 △827

中間純利益 3,508 1,864

自己株式の取得 △7 △2

自己株式の処分 2 8

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,034 △2,391

当中間期変動額合計 1,642 △1,347

当中間期末残高 181,632 178,218

（４）継続企業の前提に関する注記
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