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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。 
（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 52,916 △8.2 10,849 △16.6 6,856 △11.3
20年9月中間期 57,672 △3.5 13,011 △28.3 7,736 △16.2

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

21年9月中間期 26.73 26.73
20年9月中間期 29.36 29.33

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 3,216,874 194,474 5.9 753.73 11.33
21年3月期 3,143,573 187,867 5.9 720.56 11.14

（参考） 自己資本   21年9月中間期  192,969百万円 21年3月期  186,493百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
22年3月期 ― 6.50
22年3月期 

（予想）
― 6.50 13.00

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  無   

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 108,000 △3.4 27,700 55.9 16,100 54.0 62.88
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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) 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月中間期 258,139,248株 21年3月期  264,939,248株
② 期末自己株式数 21年9月中間期  2,120,673株 21年3月期  6,122,132株
③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期 256,431,457株 20年9月中間期 263,416,097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－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。 
（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 48,932 △8.3 10,335 △19.9 6,654 △14.6
20年9月中間期 53,373 △2.5 12,918 △32.4 7,793 △23.1

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 25.95
20年9月中間期 29.58

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 3,207,636 192,089 5.9 748.31 11.36
21年3月期 3,133,954 185,743 5.9 716.01 11.18

（参考） 自己資本 21年9月中間期  191,582百万円 21年3月期  185,315百万円

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.当社は特定事業会社（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、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 
2.業績予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる 
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 100,000 △3.3 27,500 55.8 16,000 50.6 62.49
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【 定性的情報・財務諸表等 】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当中間連結会計期間における日本経済は、直近の経済指標において景気が底を打ち、非常に緩やかな

回復過程に入りつつありますが、企業の収益環境は依然として厳しい状況が続きました。  
一方で、各金融機関においては地域を越えた統合・合併など再編が進むなど、事業環境が大きく変化

する中で経営戦略の重要性が一段と高まっています。 

こうした環境の中、連結ベースの損益の状況につきまして、経常収益は、貸出金利息や有価証券利息

配当金等の資金運用収益の減少や、投資信託等の投資性商品の手数料収入の減少等により、前年同期比 

47 億 56 百万円減少の 529 億 16 百万円となりました。経常費用は、預金利息等の資金調達費用の減少等

により、前年同期比 25 億 94 百万円減少の 420 億 67 百万円となりました。この結果、経常利益は前年

同期比 21 億 62 百万円減少し、108 億 49 百万円となりました。中間純利益は、前年同期比 8 億 80 百万

円減少し、68 億 56 百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 連結ベースの主要勘定につきましては、貸出金の期末残高は、引き続きリテールビジネスを中心とし

た営業展開を行うことにより個人ローン残高が順調に増加した結果、前連結会計年度末比 113 億 83 百

万円増加し、2兆 3,932 億 65 百万円となりました。有価証券の期末残高は、前連結会計年度末比 268 億

42 百万円増加し、4,299 億 11 百万円となりました。預金の期末残高は、個人預金の増加を主因に前連

結会計年度末比 787 億 11 百万円増加の 2兆 9,892 億 49 百万円となりました。  

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成 22 年 3 月期の業績予想につきましては、当中間期の業績を踏まえ、平成 21 年 5 月 15 日公表の

数値から変更はありません。 

 

＜連結＞ 

 通    期 

経 常 収 益 １０８，０００百万円

経 常 利 益  ２７，７００百万円

当 期 純 利 益  １６，１００百万円

＜単体＞ 

 通    期 

経 常 収 益 １００，０００百万円

業 務 純 益 ３６，５００百万円

経 常 利 益 ２７，５００百万円

当 期 純 利 益  １６，０００百万円
 

実 質 与 信 費 用  ８，０００百万円

 

（注）業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 

実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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４．その他 

 （１） 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

 （２） 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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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) 

前連結会計年度の 
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 46,869 53,131

コールローン及び買入手形 239,000 210,000

商品有価証券 110 －

金銭の信託 1,730 1,836

有価証券 429,911 403,069

貸出金 2,393,265 2,381,882

外国為替 8,964 9,683

リース債権及びリース投資資産 6,513 6,964

その他資産 49,243 39,924

有形固定資産 35,613 34,183

無形固定資産 4,374 4,716

繰延税金資産 22,301 26,560

支払承諾見返 4,969 5,407

貸倒引当金 △25,993 △33,786

資産の部合計 3,216,874 3,143,573

負債の部   

預金 2,989,249 2,910,538

借用金 4,342 4,930

外国為替 3 1

その他負債 20,276 31,281

賞与引当金 636 645

役員賞与引当金 － 51

退職給付引当金 140 134

役員退職慰労引当金 2,386 2,301

睡眠預金払戻損失引当金 288 293

偶発損失引当金 106 123

支払承諾 4,969 5,407

負債の部合計 3,022,399 2,955,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 19,501 19,512

利益剰余金 143,791 144,459

自己株式 △1,824 △5,336

株主資本合計 191,512 188,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,458 △2,155

繰延ヘッジ損益 △0 △29

評価・換算差額等合計 1,457 △2,184

新株予約権 506 427

少数株主持分 998 946

純資産の部合計 194,474 187,867

負債及び純資産の部合計 3,216,874 3,143,573
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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 57,672 52,916

資金運用収益 45,449 42,317

（うち貸出金利息） 42,218 40,556

（うち有価証券利息配当金） 2,156 1,531

役務取引等収益 7,112 5,867

その他業務収益 4,087 4,403

その他経常収益 1,022 328

経常費用 44,661 42,067

資金調達費用 6,253 3,714

（うち預金利息） 5,340 3,550

役務取引等費用 5,019 5,390

その他業務費用 5,669 2,208

営業経費 22,003 21,765

その他経常費用 5,715 8,988

経常利益 13,011 10,849

特別利益 484 952

固定資産処分益 － 79

償却債権取立益 484 873

金融商品取引責任準備金取崩額 0 －

特別損失 165 104

固定資産処分損 165 104

税金等調整前中間純利益 13,331 11,698

法人税、住民税及び事業税 6,288 2,990

法人税等調整額 △721 1,805

法人税等合計 5,566 4,796

少数株主利益 28 44

中間純利益 7,736 6,856
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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 30,043 30,043

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,043 30,043

資本剰余金   

前期末残高 19,489 19,512

当中間期変動額   

自己株式の処分 26 △3

自己株式の消却 － △6

当中間期変動額合計 26 △10

当中間期末残高 19,515 19,501

利益剰余金   

前期末残高 137,563 144,459

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,736 6,856

自己株式の消却 － △5,842

当中間期変動額合計 5,894 △667

当中間期末残高 143,457 143,791

自己株式   

前期末残高 △1,992 △5,336

当中間期変動額   

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 408 68

自己株式の消却 － 5,849

当中間期変動額合計 282 3,512

当中間期末残高 △1,709 △1,824

株主資本合計   

前期末残高 185,102 188,678

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,736 6,856

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 435 64

自己株式の消却 － －

当中間期変動額合計 6,203 2,833

当中間期末残高 191,306 191,512
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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 △2,116 △2,155

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）

△1,921 3,613

当中間期変動額合計 △1,921 3,613

当中間期末残高 △4,038 1,458

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 27 △29

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）

196 29

当中間期変動額合計 196 29

当中間期末残高 224 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,089 △2,184

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）

△1,724 3,642

当中間期変動額合計 △1,724 3,642

当中間期末残高 △3,813 1,457

新株予約権   

前期末残高 243 427

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）

98 78

当中間期変動額合計 98 78

当中間期末残高 342 506

少数株主持分   

前期末残高 1,181 946

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）

△159 52

当中間期変動額合計 △159 52

当中間期末残高 1,022 998
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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) 

純資産合計   

前期末残高 184,439 187,867

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,736 6,856

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 435 64

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,784 3,773

当中間期変動額合計 4,419 6,607

当中間期末残高 188,858 194,474

スルガ銀行（株）（8358）　平成22年3月期第2四半期決算短信

－　9　－



(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 13,331 11,698

減価償却費 1,884 1,847

貸倒引当金の増減（△） △1,080 △7,793

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 △8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △343 85

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 8 △4

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 123 △16

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △0 －

資金運用収益 △45,449 △42,317

資金調達費用 6,253 3,714

有価証券関係損益（△） 2,055 △1,188

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △20 4

固定資産処分損益（△は益） 165 24

商品有価証券の純増（△）減 3 △110

貸出金の純増（△）減 △4,872 △11,382

預金の純増減（△） △2,292 78,710

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△127 △587

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 2,015 993

コールローン等の純増（△）減 △9,043 △29,000

外国為替（資産）の純増（△）減 △2,109 718

外国為替（負債）の純増減（△） 2 1

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減  450

資金運用による収入 45,003 42,539

資金調達による支出 △5,681 △3,687

その他 1,165 △11,926

小計 979 32,937

法人税等の支払額 △5,822 △5,835

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,842 27,102

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △350,327 △292,758

有価証券の売却による収入 17,589 17,974

有価証券の償還による収入 327,327 249,380

金銭の信託の減少による収入 329 102

有形固定資産の取得による支出 △1,719 △2,579

有形固定資産の売却による収入 24 81

無形固定資産の取得による支出 △682 △539

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,459 △28,338

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,842 △1,682

自己株式の取得による支出 △125 △2,405

自己株式の売却による収入 435 64

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,532 △4,022

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,831 △5,268

現金及び現金同等物の期首残高 74,185 48,973

現金及び現金同等物の中間期末残高 60,354 43,705
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（５）   【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

（６） 　【セグメント情報】

事業の種類別セグメント情報

     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）

     前連結会計年度（自 平成１１年４月１日  至 平成１２年３月３１日）

(注) １．事業区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、その他の事業は、リース業務、

                  クレジットカード業務等であります。

所在地別セグメント情報

        連結会社は海外に営業拠点を有していないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。

国際業務経常収益

        国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

２．一般企業の売上高および営業利益に代えて、それぞれ経常収益および経常利益を記載しております。

（単位 :  百万円）

銀 行 業 そ の 他 の 事 業 計 消 去 又 は 連 結

全 社

経 常 収 益

(1 ) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 52,358 5,314 57 ,672 － 57,672

(2 ) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 経 常 収 益 81 1,359 1 ,440 （ 1 ,440 ） －

計 52 ,439 6,673 59 ,113 （ 1 ,440 ） 57,672

経 常 費 用 39,063 7,043 46 ,106 （ 1 ,445 ） 44,661

経 常 利 益 （ △ は 経 常 損 失 ） 13 ,376 △ 369 13 ,007 4 13,011

（単位 : 百万円）

銀 行 業 そ の 他の 事 業 計 消 去 又 は 連 結

全 社

経 常 収 益

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 48,081 4 ,835 52 ,916 － 52 ,916

(2) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 経 常 収 益 97 1 ,359 1 ,457 （ 1,457 ） －

計 48,178 6 ,195 54 ,373 （ 1,457 ） 52 ,916

経 常 費 用 37,352 6 ,169 43 ,522 （ 1,455 ） 42 ,067

経 常 利 益 10,826 25 10 ,851 （ 1 ） 10 ,849
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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21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 46,682 52,921

コールローン 239,000 210,000

商品有価証券 110 －

金銭の信託 1,730 1,836

有価証券 429,869 403,061

貸出金 2,396,557 2,386,028

外国為替 8,964 9,683

その他資産 41,667 31,652

有形固定資産 35,170 33,617

無形固定資産 4,329 4,656

繰延税金資産 21,478 25,637

支払承諾見返 4,974 5,413

貸倒引当金 △22,900 △30,554

資産の部合計 3,207,636 3,133,954

負債の部   

預金 2,990,825 2,912,318

外国為替 3 1

その他負債 16,386 27,124

未払法人税等 3,005 6,622

リース債務 291 226

その他の負債 13,090 20,274

賞与引当金 582 592

役員賞与引当金 － 51

役員退職慰労引当金 2,379 2,294

睡眠預金払戻損失引当金 288 293

偶発損失引当金 106 123

支払承諾 4,974 5,413

負債の部合計 3,015,547 2,948,211

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 18,585 18,596

資本準備金 18,585 18,585

その他資本剰余金 － 10

利益剰余金 143,326 144,196

利益準備金 30,043 30,043

その他利益剰余金 113,282 114,152

別途積立金 103,032 101,532

繰越利益剰余金 10,250 12,620

自己株式 △1,824 △5,336

株主資本合計 190,131 187,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,448 △2,155

繰延ヘッジ損益 3 △27

評価・換算差額等合計 1,451 △2,183

新株予約権 506 427

純資産の部合計 192,089 185,743

負債及び純資産の部合計 3,207,636 3,133,954
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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 53,373 48,932

資金運用収益 44,393 41,008

（うち貸出金利息） 41,169 39,260

（うち有価証券利息配当金） 2,150 1,519

役務取引等収益 6,745 5,529

その他業務収益 1,239 2,111

その他経常収益 995 283

経常費用 40,454 38,597

資金調達費用 6,241 3,682

（うち預金利息） 5,341 3,550

役務取引等費用 5,362 5,883

その他業務費用 3,192 277

営業経費 21,339 21,093

その他経常費用 4,318 7,660

経常利益 12,918 10,335

特別利益 480 951

特別損失 165 104

税引前中間純利益 13,234 11,182

法人税、住民税及び事業税 6,225 2,811

法人税等調整額 △785 1,716

法人税等合計 5,440 4,527

中間純利益 7,793 6,654
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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 30,043 30,043

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,043 30,043

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 18,585 18,585

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,585 18,585

その他資本剰余金   

前期末残高 2 10

当中間期変動額   

自己株式の処分 12 △3

自己株式の消却 － △6

当中間期変動額合計 12 △10

当中間期末残高 14 －

資本剰余金合計   

前期末残高 18,587 18,596

当中間期変動額   

自己株式の処分 12 △3

自己株式の消却 － △6

当中間期変動額合計 12 △10

当中間期末残高 18,600 18,585

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 30,043 30,043

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,043 30,043

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 840 －

当中間期変動額   

退職給与積立金の取崩 △840 －

当中間期変動額合計 △840 －

当中間期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 86,532 101,532

当中間期変動額   

別途積立金の積立 15,000 1,500

当中間期変動額合計 15,000 1,500

当中間期末残高 101,532 103,032
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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 19,711 12,620

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,793 6,654

別途積立金の積立 △15,000 △1,500

自己株式の消却 － △5,842

退職給与積立金の取崩 840 －

当中間期変動額合計 △8,208 △2,369

当中間期末残高 11,502 10,250

利益剰余金合計   

前期末残高 137,127 144,196

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,793 6,654

自己株式の消却 － △5,842

別途積立金の積立 － －

退職給与積立金の取崩 － －

当中間期変動額合計 5,951 △869

当中間期末残高 143,078 143,326

自己株式   

前期末残高 △1,975 △5,336

当中間期変動額   

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 392 68

自己株式の消却 － 5,849

当中間期変動額合計 266 3,512

当中間期末残高 △1,708 △1,824

株主資本合計   

前期末残高 183,783 187,499

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,793 6,654

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 404 64

自己株式の消却 － －

当中間期変動額合計 6,230 2,631

当中間期末残高 190,013 190,131
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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 △2,157 △2,155

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）

△1,915 3,603

当中間期変動額合計 △1,915 3,603

当中間期末残高 △4,072 1,448

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 30 △27

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）

203 31

当中間期変動額合計 203 31

当中間期末残高 234 3

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,126 △2,183

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）

△1,711 3,635

当中間期変動額合計 △1,711 3,635

当中間期末残高 △3,838 1,451

新株予約権   

前期末残高 243 427

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）

98 78

当中間期変動額合計 98 78

当中間期末残高 342 506

純資産合計   

前期末残高 181,901 185,743

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,842 △1,682

中間純利益 7,793 6,654

自己株式の取得 △125 △2,405

自己株式の処分 404 64

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,613 3,713

当中間期変動額合計 4,617 6,345

当中間期末残高 186,518 192,089
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（４）    【継続企業の前提に関する注記】 

   該当事項はありません。 
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