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(百万円未満、小数点第１位未満は切捨て)

１．2019年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2018年４月１日～2018年９月30日）
（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
親会社株主に帰属する

中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期中間期 36,500 △6.7 4,237 △47.3 6,518 8.4
2018年３月期中間期 39,161 △1.8 8,056 △7.3 6,010 △10.3

(注) 包括利益 2019年３月期中間期 13,473百万円( △5.4％) 2018年３月期中間期 14,251百万円( 281.0％)
　

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

2019年３月期中間期 199.97 199.80

2018年３月期中間期 197.88 197.69

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年３月期中間期 5,934,519 296,508 4.9

2018年３月期 5,808,433 284,169 4.8
(参考) 自己資本 2019年３月期中間期 296,406百万円 2018年３月期 284,055百万円
　

(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。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。

２. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を当中間連結会計期間
から適用し、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを変更しております。この変更に伴い、2018年３月期に
ついては遡及適用後の数値を記載しております。詳細は添付資料８ページをご覧ください。

　

２．配当の状況

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

2018年３月期 － 35.00 － 35.00 70.00

2019年３月期 － 40.00

2019年３月期(予想) － 40.00 80.00
　

(注)１. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

２. 配当金の内訳 2019年３月期第２四半期末 普通配当 35円00銭 記念配当 ５円00銭
2019年３月期末(予想) 普通配当 35円00銭 記念配当 ５円00銭
※ 記念配当は、いずれも創業140周年記念配当となります

　

３．2019年３月期の連結業績予想（2018年４月１日～2019年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
１株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 13,800 △23.9 13,200 0.2 404.94
　

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料８ページ「２.(４)中間連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。
　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2019年３月期中間期 33,025,656株 2018年３月期 33,025,656株

② 期末自己株式数 2019年３月期中間期 428,700株 2018年３月期 433,505株

③ 期中平均株式数（中間期） 2019年３月期中間期 32,597,398株 2018年３月期中間期 30,375,060株
　

　

(個別業績の概要)
１．2019年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2018年４月１日～2018年９月30日）
（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 ％

2019年３月期中間期 32,872 △8.4 4,012 △48.8 6,510 7.2

2018年３月期中間期 35,887 △2.2 7,847 △10.4 6,070 △12.7
　

１株当たり
中間純利益

円 銭

2019年３月期中間期 199.72

2018年３月期中間期 199.85
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年３月期中間期 5,918,122 285,866 4.8

2018年３月期 5,791,792 276,833 4.7

(参考) 自己資本 2019年３月期中間期 285,764百万円 2018年３月期 276,720百万円
　

(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。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。

２. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を当中間会計期間から
適用し、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを変更しております。この変更に伴い、2018年３月期につい
ては遡及適用後の数値を記載しております。詳細は添付資料８ページをご覧ください。

　

２．2019年３月期の個別業績予想（2018年４月１日～2019年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 ％ 円 銭

通 期 13,200 △23.1 13,000 1.3 398.80
　

　

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外です
　

※ 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。
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１．当中間決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当中間期の連結経営成績につきましては、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

減少したことに加え、貸倒引当金戻入益及び株式等売却益の減少によりその他経常収益が減少したことなどから経

常収益は前年同期と比べ26億60百万円減少して365億円となりました。

一方、経常費用につきましては、当行単体において営業経費は減少しましたが、国債等債券売却損の増加により

その他業務費用が増加したことなどから前年同期と比べ11億57百万円増加して322億62百万円となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期と比べ38億18百万円減少して42億37百万円となりましたが、退職給付制度変更

に伴う特別利益の計上により親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期と比べ５億７百万円増加して65億18百万

円となり、これにより、連結ベースの１株当たり中間純利益は199円97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、預かり資産の販売が好調であったことにより役務取引等収益は増

加しましたが、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たことや貸倒引当金戻入益及び株式等売却

益の減少によりその他経常収益が減少したことなどから経常収益は前年同期と比べ30億14百万円減少して328億72

百万円となりました。

一方、費用面では、営業経費は減少しましたが、国債等債券売却損の増加によりその他業務費用が増加したこと

や与信費用の増加によりその他経常費用が増加したことなどから経常費用は前年同期と比べ８億20百万円増加して

288億60百万円となりました。

この結果、経常利益は前年同期と比べ38億35百万円減少して40億12百万円となりましたが、退職給付制度変更に

伴う特別利益の計上により中間純利益は前年同期と比べ４億39百万円増加して65億10百万円となり、これにより、

１株当たり中間純利益は199円72銭となりました。

（２）財政状態に関する説明

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771億円増加して当中間期末残高は４兆8,948億円となり、譲渡性預金は上半期中133億円

増加して当中間期末残高は322億円となりました。

また、貸出金は上半期中250億円増加して当中間期末残高は３兆3,555億円となり、有価証券は上半期中35億円増

加して当中間期末残高は１兆5,427億円となりました。

なお、純資産額は上半期中123億円増加して当中間期末残高は2,965億円となり、これにより、連結ベースの１株

当たり純資産額は9,093円07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

9.86％となりました。

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、個人預金や一般法人預金が増加したことから上半期中778億円増加して当中間期末残高は４兆

9,047億円となり、譲渡性預金は、地方公共団体からの預け入れが増加したことから上半期中105億円増加して当中

間期末残高は345億円となりました。

また、貸出金は、中小企業向け貸出や住宅ローンが増加したことから上半期中274億円増加して当中間期末残高

は３兆3,683億円となりました。

有価証券は、国債は減少しましたがその他の証券（投資信託）が増加したことなどから上半期中36億円増加して

当中間期末残高は１兆5,442億円となりました。

なお、純資産額は上半期中90億円増加して当中間期末残高は2,858億円となり、これにより、単体ベースの１株

当たり純資産額は8,766円60銭となりました。また、当中間期末の国内基準による単体自己資本比率〔速報値〕は

9.50％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期（2019年３月期）の業績予想につきましては、当初予想と比較して経費が下回ることとなった当中間期の決

算内容及び最近の業績動向等を踏まえ、次のとおり修正しております。

連結ベースの業績は、経常利益138億円（前回発表予想136億円）及び親会社株主に帰属する当期純利益132億円

（前回発表予想132億円）をそれぞれ予想しております。

また、当行単体では、経常利益132億円（前回発表予想130億円）、当期純利益130億円（前回発表予想130億円）

及び業務純益115億円（前回発表予想115億円）をそれぞれ予想しております。
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当中間連結会計期間
(2018年９月30日)

資産の部

現金預け金 820,151 910,808

コールローン及び買入手形 489 －

買入金銭債権 2,983 3,957

商品有価証券 － 5

金銭の信託 33,000 33,051

有価証券 1,539,150 1,542,743

貸出金 3,330,514 3,355,548

外国為替 2,206 2,606

リース債権及びリース投資資産 16,093 17,772

その他資産 27,574 30,396

有形固定資産 41,587 41,276

無形固定資産 4,464 5,022

繰延税金資産 1,281 1,295

支払承諾見返 8,748 8,470

貸倒引当金 △19,813 △18,436

資産の部合計 5,808,433 5,934,519

負債の部

預金 4,817,646 4,894,846

譲渡性預金 18,956 32,270

コールマネー及び売渡手形 531 120,340

売現先勘定 74,699 76,851

債券貸借取引受入担保金 345,250 252,855

借用金 208,368 205,758

外国為替 251 337

信託勘定借 2,850 4,987

その他負債 20,141 20,414

退職給付に係る負債 21,936 11,338

睡眠預金払戻損失引当金 244 216

偶発損失引当金 867 761

繰延税金負債 3,771 8,560

支払承諾 8,748 8,470

負債の部合計 5,524,264 5,638,010

純資産の部

資本金 37,924 37,924

資本剰余金 34,749 34,749

利益剰余金 172,353 177,728

自己株式 △1,812 △1,790

株主資本合計 243,215 248,611

その他有価証券評価差額金 45,328 48,945

繰延ヘッジ損益 △282 △234

退職給付に係る調整累計額 △4,206 △915

その他の包括利益累計額合計 40,840 47,795

新株予約権 113 101

純資産の部合計 284,169 296,508

負債及び純資産の部合計 5,808,433 5,934,519
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2018年４月１日

　至 2018年９月30日)

経常収益 39,161 36,500

資金運用収益 25,586 22,980

（うち貸出金利息） 15,595 15,206

（うち有価証券利息配当金） 9,702 7,502

信託報酬 17 16

役務取引等収益 8,297 9,566

その他業務収益 1,875 1,949

その他経常収益 3,384 1,987

経常費用 31,104 32,262

資金調達費用 2,029 2,149

（うち預金利息） 421 339

役務取引等費用 4,382 4,892

その他業務費用 2,236 3,782

営業経費 21,799 20,331

その他経常費用 656 1,106

経常利益 8,056 4,237

特別利益 － 4,803

固定資産処分益 － 19

退職給付制度改定益 － 4,784

特別損失 10 45

固定資産処分損 10 4

減損損失 － 41

税金等調整前中間純利益 8,046 8,996

法人税、住民税及び事業税 2,273 714

法人税等調整額 △237 1,763

法人税等合計 2,035 2,477

中間純利益 6,010 6,518

親会社株主に帰属する中間純利益 6,010 6,518
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2018年４月１日

　至 2018年９月30日)

中間純利益 6,010 6,518

その他の包括利益 8,241 6,954

その他有価証券評価差額金 7,507 3,616

繰延ヘッジ損益 70 47

退職給付に係る調整額 662 3,290

中間包括利益 14,251 13,473

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 14,251 13,473
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 2017年４月１日 至 2017年９月30日)

(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 29,249 26,075 161,245 △1,828 214,742

会計方針の変更に

よる累積的影響額
29 29

会計方針の変更を

反映した当期首残高
29,249 26,075 161,275 △1,828 214,771

当中間期変動額

新株の発行 8,674 8,674 17,348

剰余金の配当 △939 △939

親会社株主に帰属

する中間純利益
6,010 6,010

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △2 21 19

利益剰余金から

資本剰余金への振替
2 △2 －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 8,674 8,674 5,069 19 22,437

当中間期末残高 37,924 34,749 166,344 △1,809 237,209

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 43,526 △409 △6,831 36,284 112 251,139

会計方針の変更に

よる累積的影響額
29

会計方針の変更を

反映した当期首残高
43,526 △409 △6,831 36,284 112 251,168

当中間期変動額

新株の発行 17,348

剰余金の配当 △939

親会社株主に帰属

する中間純利益
6,010

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 19

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

7,507 70 662 8,241 △8 8,232

当中間期変動額合計 7,507 70 662 8,241 △8 30,669

当中間期末残高 51,033 △339 △6,168 44,525 103 281,838
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当中間連結会計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

(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 37,924 34,749 172,353 △1,812 243,215

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,518 6,518

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △3 24 20

利益剰余金から

資本剰余金への振替
3 △3 －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － 5,374 21 5,396

当中間期末残高 37,924 34,749 177,728 △1,790 248,611

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 45,328 △282 △4,206 40,840 113 284,169

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140

親会社株主に帰属す

る中間純利益
6,518

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 20

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,616 47 3,290 6,954 △11 6,943

当中間期変動額合計 3,616 47 3,290 6,954 △11 12,339

当中間期末残高 48,945 △234 △915 47,795 101 296,508
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（４）中間連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

　

（会計方針の変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当中間連結会

計期間から適用し、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを変更しております。

当該会計基準等は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、繰延税金負債が29百万円減少す

るとともに、利益剰余金が29百万円増加しております。

　

（追加情報）

当行は、2018年４月１日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平

成28年12月16日）第４項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金及び確定拠出企業年金制度に

移行しており、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第33号 平成28

年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成28年12月

16日）並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 平成19年

２月７日）を適用しております。

これにより、当中間連結会計期間において退職給付制度改定益4,784百万円を特別利益に計上しております。
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（重要な後発事象）

当行は、関係当局の認可を取得し、2018年10月１日付で奈良証券株式会社（以下、「奈良証券」といいま
す。）の株式を取得いたしました。

　
１ 目的

今般、銀行法第16条の２第７項に基づく当局の認可を取得し、2018年10月１日付で奈良証券を子会社といたし
ました。

子会社化により、当行と奈良証券が培ってきた顧客基盤やノウハウを融合させ、グループ機能を強化すること
で、幅広いソリューションを提供し、より一層、地域のお客さまの資産形成および地域社会の発展に資すること
を目的としております。
　

２ 奈良証券の概要

（2018年９月30日現在）

（１）名称 奈良証券株式会社

（２）所在地 奈良県大和郡山市南郡山町212番地の７

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田村 光司

（４）事業内容 金融商品取引業

（５）資本金 １億1,750万円

（６）設立年月日 1944年11月25日

（７）大株主及び持株比率
株式譲渡契約において秘密保持義務を負っていることから、記
載を控えさせていただきます。

（８）当事者間の関係 資本関係
当行は、奈良証券の普通株式50,000株（発行済株
式総数の2.53％）を保有しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係
通常発生する銀行取引以外には該当事項はありま
せん。

３ 取得時期

2018年10月１日
　

４ 取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の状況

（１）異動前の所有株式数 50,000株（議決権所有割合：2.53％）

（２）取得株式数 1,880,600株

（３）取得価額 855百万円

（４）異動後の所有株式数 1,930,600株（議決権所有割合：97.75％）

　

決算短信（宝印刷） 2018年11月08日 09時04分 11ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）

㈱南 都 銀 行(8367)2019年３月期 第２四半期(中間期)決算短信

－9－



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
(2018年３月31日)

当中間会計期間
(2018年９月30日)

資産の部

現金預け金 819,842 910,508

コールローン 489 －

買入金銭債権 2,983 3,957

商品有価証券 － 5

金銭の信託 33,000 33,051

有価証券 1,540,659 1,544,261

貸出金 3,340,882 3,368,311

外国為替 2,206 2,606

その他資産 15,833 18,217

その他の資産 15,833 18,217

有形固定資産 40,056 39,760

無形固定資産 4,131 4,705

支払承諾見返 8,748 8,470

貸倒引当金 △17,040 △15,733

資産の部合計 5,791,792 5,918,122

負債の部

預金 4,826,929 4,904,791

譲渡性預金 24,006 34,520

コールマネー 531 120,340

売現先勘定 74,699 76,851

債券貸借取引受入担保金 345,250 252,855

借用金 198,592 197,256

外国為替 251 337

信託勘定借 2,850 4,987

その他負債 10,777 12,223

未払法人税等 717 114

リース債務 1,497 1,457

資産除去債務 448 451

その他の負債 8,114 10,200

退職給付引当金 15,573 9,685

睡眠預金払戻損失引当金 244 216

偶発損失引当金 867 761

繰延税金負債 5,636 8,957

支払承諾 8,748 8,470

負債の部合計 5,514,958 5,632,256
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(単位：百万円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当中間会計期間
(2018年９月30日)

純資産の部

資本金 37,924 37,924

資本剰余金 27,488 27,488

資本準備金 27,488 27,488

利益剰余金 168,100 173,466

利益準備金 13,257 13,257

その他利益剰余金 154,842 160,209

別途積立金 141,040 151,340

繰越利益剰余金 13,802 8,869

自己株式 △1,812 △1,790

株主資本合計 231,700 237,088

その他有価証券評価差額金 45,302 48,911

繰延ヘッジ損益 △282 △234

評価・換算差額等合計 45,019 48,676

新株予約権 113 101

純資産の部合計 276,833 285,866

負債及び純資産の部合計 5,791,792 5,918,122
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当中間会計期間
(自 2018年４月１日

　至 2018年９月30日)

経常収益 35,887 32,872

資金運用収益 26,049 23,442

（うち貸出金利息） 15,610 15,220

（うち有価証券利息配当金） 10,150 7,950

信託報酬 17 16

役務取引等収益 4,472 5,447

その他業務収益 1,875 1,949

その他経常収益 3,472 2,017

経常費用 28,039 28,860

資金調達費用 2,034 2,153

（うち預金利息） 421 339

役務取引等費用 2,108 2,282

その他業務費用 2,236 3,782

営業経費 21,269 19,736

その他経常費用 390 903

経常利益 7,847 4,012

特別利益 － 4,803

固定資産処分益 － 19

退職給付制度改定益 － 4,784

特別損失 10 45

固定資産処分損 10 4

減損損失 － 41

税引前中間純利益 7,837 8,770

法人税、住民税及び事業税 2,050 510

法人税等調整額 △283 1,750

法人税等合計 1,766 2,260

中間純利益 6,070 6,510
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 2017年４月１日 至 2017年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 29,249 18,813 － 18,813 13,257 130,940 13,131 157,329

会計方針の変更に

よる累積的影響額
29 29

会計方針の変更を

反映した当期首残高
29,249 18,813 － 18,813 13,257 130,940 13,161 157,359

当中間期変動額

新株の発行 8,674 8,674 8,674

剰余金の配当 △939 △939

中間純利益 6,070 6,070

別途積立金の積立 10,100 △10,100 －

自己株式の取得

自己株式の処分 △2 △2

利益剰余金から

資本剰余金への振替
2 2 △2 △2

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 8,674 8,674 － 8,674 － 10,100 △4,971 5,128

当中間期末残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 141,040 8,190 162,488

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,828 203,564 43,509 △409 43,099 112 246,776

会計方針の変更に

よる累積的影響額
29 29

会計方針の変更を

反映した当期首残高
△1,828 203,594 43,509 △409 43,099 112 246,806

当中間期変動額

新株の発行 17,348 17,348

剰余金の配当 △939 △939

中間純利益 6,070 6,070

別途積立金の積立 － －

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 21 19 19

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

7,500 70 7,571 △8 7,562

当中間期変動額合計 19 22,496 7,500 70 7,571 △8 30,059

当中間期末残高 △1,809 226,091 51,010 △339 50,671 103 276,865
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当中間会計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 141,040 13,802 168,100

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

中間純利益 6,510 6,510

別途積立金の積立 10,300 △10,300 －

自己株式の取得

自己株式の処分 △3 △3

利益剰余金から

資本剰余金への振替
3 3 △3 △3

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － 10,300 △4,933 5,366

当中間期末残高 37,924 27,488 － 27,488 13,257 151,340 8,869 173,466

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,812 231,700 45,302 △282 45,019 113 276,833

当中間期変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

中間純利益 6,510 6,510

別途積立金の積立 － －

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 24 20 20

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

3,608 47 3,656 △11 3,644

当中間期変動額合計 21 5,387 3,608 47 3,656 △11 9,032

当中間期末残高 △1,790 237,088 48,911 △234 48,676 101 285,866
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