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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。 
（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 ％

24年3月期中間期 53,131 3.2 14,075 46.2 7,902 24.8
23年3月期中間期 51,460 △2.7 9,626 △11.2 6,329 △7.6

（注）包括利益 24年3月期中間期 7,738百万円 （98.8％） 23年3月期中間期 3,891百万円 （―％）

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 33.02 ―
23年3月期中間期 25.77 25.76

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 3,402,408 189,738 5.5 10.65
23年3月期 3,392,455 187,217 5.4 10.59
（参考） 自己資本   24年3月期中間期  187,727百万円 23年3月期  185,355百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
24年3月期 ― 6.50
24年3月期（予想） ― 6.50 13.00

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  ：  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 102,900 △0.0 21,700 938.7 13,800 435.0 57.99



(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 258,139,248 株 23年3月期 258,139,248 株
② 期末自己株式数 24年3月期中間期 21,489,781 株 23年3月期 15,851,422 株
③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 239,260,523 株 23年3月期中間期 245,625,150 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。 
（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 ％

24年3月期中間期 49,145 4.0 13,222 44.5 7,519 21.4
23年3月期中間期 47,224 △3.4 9,146 △11.4 6,190 △6.9

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 31.42
23年3月期中間期 25.20

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 3,395,054 186,149 5.4 10.61
23年3月期 3,385,753 184,147 5.4 10.57
（参考） 自己資本 24年3月期中間期  185,409百万円 23年3月期  183,452百万円

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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半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 
中間連結財務諸表および中間財務諸表の中間監査手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、本資料の発表日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、今後の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 95,500 0.9 21,000 ― 13,500 541.0 56.73
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１．当中間期の連結業績等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 
当中間連結会計期間における日本経済は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの

寸断や電力供給の制約から、生産活動や消費活動が一旦大きく低下しましたが、生産設備が

回復していくにつれ、持ち直しの動きが見られました。 
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、貸出金利息の増加

による資金運用収益の増加等により、前年同期比 16 億 71 百万円増加し、531 億 31 百万円と 

なりました。経常費用は、与信費用の減少等により、前年同期比 27 億 77 百万円減少の 390 億

56 百万円となりました。 

 この結果、経常利益は前年同期比 44 億 49 百万円増加し、140 億 75 百万円となりました。 

 中間純利益は、前年同期比 15 億 73 百万円増加し 79 億 2 百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当 中 間連 結会 計 期間 末における連結 ベースの主 要 勘定 につきまして、貸 出 金残 高は、前 年 度

末に比べ、個人ローン残高(単体)が 573 億 81 百万円増加し、全体では 279 億 11 百万円増加

の 2 兆 5,514 億 58 百万円となりました。 

有価証券残高は、前年度末比 797 億 52 百万円減少し 3,039 億 23 百万円となりました。 

預金残高は、前年度末に比べ、個人預金残高が 364 億 88 百万円増加し、全体では 105 億

45 百万円増加の 3 兆 1,868 億 37 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 24 年 3 月期の業績予想につきましては、今後の景気・市況の方向性を見極めていく必要が

あり、現段階において、平成 23 年 5 月 13 日公表の数値から変更はありません。 

 

＜連 結＞ 

 通    期 

経 常 収 益 １０２，９００百万円

経 常 利 益  ２１，７００百万円

当 期 純 利 益  １３，８００百万円

 

＜単 体＞ 

 通    期 

経 常 収 益 ９５，５００百万円

業 務 純 益  ３３，０００百万円

経 常 利 益  ２１，０００百万円

当 期 純 利 益  １３，５００百万円
 

実 質 与 信 費 用  １１，５００百万円

 

 

（注） 業 績 予 想 は、本 資 料 の発 表 日 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、今後の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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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

（１）当中間期における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
該当事項はありません。 

 

（３）追加情報 
当 中 間 連 結 会 計 期 間 の期 首 以 後 に行 われる会 計 上 の変 更 および過 去 の誤 謬 の訂 正

から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成

21 年 12 月 4 日 ）および「会 計上 の変 更 及び誤 謬 の訂 正 に関 する会 計 基 準 の適 用 指

針」（企業会計基準適用指針第 24 号平成 21 年 12 月 4 日）を適用しております。 

なお、「金 融 商 品 会 計 に関 する実 務 指 針 」（日 本 公 認 会 計 士 協 会 会 計 制 度 委 員 会 報 告

第 14 号）に基づき、当中間連結会計期間の「償却債権取立益」は、「その他経常収益」に

計上しておりますが、前中間連結会計期間については遡及処理を行っておりません。 
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３．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 81,746 47,261

コールローン及び買入手形 320,121 403,704

商品有価証券 70 38

金銭の信託 1,360 1,145

有価証券 383,675 303,923

貸出金 2,523,547 2,551,458

外国為替 3,870 2,901

リース債権及びリース投資資産 6,178 5,827

その他資産 40,301 37,506

有形固定資産 39,361 41,301

無形固定資産 6,731 9,135

繰延税金資産 27,513 24,350

支払承諾見返 4,365 3,967

貸倒引当金 △46,390 △30,115

資産の部合計 3,392,455 3,402,408

負債の部   

預金 3,176,292 3,186,837

借用金 2,995 2,475

外国為替 9 1

その他負債 17,679 15,301

賞与引当金 643 627

退職給付引当金 159 163

役員退職慰労引当金 2,615 2,680

睡眠預金払戻損失引当金 245 269

偶発損失引当金 232 346

支払承諾 4,365 3,967

負債の部合計 3,205,237 3,212,669

純資産の部   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 19,501 19,501

利益剰余金 148,889 155,216

自己株式 △12,793 △16,481

株主資本合計 185,640 188,279

その他有価証券評価差額金 △302 △592

繰延ヘッジ損益 17 39

その他の包括利益累計額合計 △284 △552

新株予約権 694 739

少数株主持分 1,167 1,271

純資産の部合計 187,217 189,738

負債及び純資産の部合計 3,392,455 3,402,408
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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 51,460 53,131

資金運用収益 41,923 42,382

（うち貸出金利息） 40,517 41,139

（うち有価証券利息配当金） 1,093 890

役務取引等収益 6,244 6,363

その他業務収益 2,974 3,242

その他経常収益 318 1,143

経常費用 41,833 39,056

資金調達費用 2,389 1,600

（うち預金利息） 2,303 1,521

役務取引等費用 5,713 6,014

その他業務費用 2,164 1,920

営業経費 21,753 21,577

その他経常費用 9,813 7,943

経常利益 9,626 14,075

特別利益 1,521 －

固定資産処分益 4 －

償却債権取立益 1,514 －

その他の特別利益 2 －

特別損失 162 65

固定資産処分損 162 65

税金等調整前中間純利益 10,986 14,010

法人税、住民税及び事業税 5,478 2,689

法人税等調整額 △855 3,331

法人税等合計 4,623 6,020

少数株主損益調整前中間純利益 6,362 7,989

少数株主利益 33 87

中間純利益 6,329 7,902
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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 6,362 7,989

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,498 △272

繰延ヘッジ損益 27 21

その他の包括利益合計 △2,471 △251

中間包括利益 3,891 7,738

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 3,876 7,634

少数株主に係る中間包括利益 14 104
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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 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   

当期首残高 19,501 19,501

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 19,501 19,501

利益剰余金   

当期首残高 149,514 148,889

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,329 7,902

自己株式の処分 △20 △0

当中間期変動額合計 4,706 6,326

当中間期末残高 154,220 155,216

自己株式   

当期首残高 △9,486 △12,793

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 112 1

当中間期変動額合計 △2,646 △3,687

当中間期末残高 △12,132 △16,481

株主資本合計   

当期首残高 189,572 185,640

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,329 7,902

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 91 1

当中間期変動額合計 2,060 2,639

当中間期末残高 191,632 188,279
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(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 1,914 △302

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）

△2,480 △289

当中間期変動額合計 △2,480 △289

当中間期末残高 △566 △592

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 1 17

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）

27 21

当中間期変動額合計 27 21

当中間期末残高 29 39

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,915 △284

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）

△2,453 △267

当中間期変動額合計 △2,453 △267

当中間期末残高 △537 △552

新株予約権   

当期首残高 573 694

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）

63 45

当中間期変動額合計 63 45

当中間期末残高 637 739

少数株主持分   

当期首残高 1,028 1,167

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）

14 104

当中間期変動額合計 14 104

当中間期末残高 1,043 1,271
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(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) 

純資産合計   

当期首残高 193,090 187,217

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,329 7,902

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 91 1

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,374 △118

当中間期変動額合計 △314 2,521

当中間期末残高 192,776 189,738
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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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４．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 81,657 47,185

コールローン 320,121 403,704

商品有価証券 70 38

金銭の信託 1,360 1,145

有価証券 383,838 304,081

貸出金 2,527,257 2,553,922

外国為替 3,870 2,901

その他資産 33,478 30,934

有形固定資産 39,126 41,107

無形固定資産 6,654 9,075

繰延税金資産 26,742 23,734

支払承諾見返 4,371 3,973

貸倒引当金 △42,796 △26,749

資産の部合計 3,385,753 3,395,054

負債の部   

預金 3,179,379 3,189,382

外国為替 9 1

その他負債 14,161 11,667

未払法人税等 3,788 2,720

リース債務 604 656

その他の負債 9,768 8,290

賞与引当金 601 584

役員退職慰労引当金 2,605 2,678

睡眠預金払戻損失引当金 245 269

偶発損失引当金 232 346

支払承諾 4,371 3,973

負債の部合計 3,201,606 3,208,904

純資産の部   

資本金 30,043 30,043

資本剰余金 18,585 18,585

資本準備金 18,585 18,585

利益剰余金 147,942 153,886

利益準備金 30,043 30,043

その他利益剰余金 117,898 123,843

別途積立金 103,032 103,032

繰越利益剰余金 14,866 20,811

自己株式 △12,793 △16,481

株主資本合計 183,777 186,034

その他有価証券評価差額金 △345 △667

繰延ヘッジ損益 20 42

評価・換算差額等合計 △324 △624

新株予約権 694 739

純資産の部合計 184,147 186,149

負債及び純資産の部合計 3,385,753 3,395,054
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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 47,224 49,145

資金運用収益 40,388 40,963

（うち貸出金利息） 38,988 39,720

（うち有価証券利息配当金） 1,083 884

役務取引等収益 5,932 6,033

その他業務収益 594 1,018

その他経常収益 309 1,130

経常費用 38,077 35,922

資金調達費用 2,363 1,582

（うち預金利息） 2,303 1,521

役務取引等費用 6,004 6,260

その他業務費用 214 113

営業経費 21,054 20,892

その他経常費用 8,441 7,073

経常利益 9,146 13,222

特別利益 1,515 －

特別損失 161 65

税引前中間純利益 10,500 13,157

法人税、住民税及び事業税 5,163 2,428

法人税等調整額 △853 3,209

法人税等合計 4,310 5,637

中間純利益 6,190 7,519
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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 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   

当期首残高 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

資本剰余金合計   

当期首残高 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

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

別途積立金   

当期首残高 103,032 103,032

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 103,032 103,032

繰越利益剰余金   

当期首残高 15,964 14,866

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,190 7,519

自己株式の処分 △20 △0

当中間期変動額合計 4,566 5,944

当中間期末残高 20,531 20,811
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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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 149,040 147,942

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,190 7,519

自己株式の処分 △20 △0

当中間期変動額合計 4,566 5,944

当中間期末残高 153,607 153,886

自己株式   

当期首残高 △9,486 △12,793

当中間期変動額   

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 112 1

当中間期変動額合計 △2,646 △3,687

当中間期末残高 △12,132 △16,481

株主資本合計   

当期首残高 188,183 183,777

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,190 7,519

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 91 1

当中間期変動額合計 1,920 2,257

当中間期末残高 190,103 186,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,834 △345

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）

△2,433 △322

当中間期変動額合計 △2,433 △322

当中間期末残高 △599 △667

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 5 20

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）

28 22

当中間期変動額合計 28 22

当中間期末残高 33 42
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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) 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,839 △324

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）

△2,404 △299

当中間期変動額合計 △2,404 △299

当中間期末残高 △565 △624

新株予約権   

当期首残高 573 694

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）

63 45

当中間期変動額合計 63 45

当中間期末残高 637 739

純資産合計   

当期首残高 190,595 184,147

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,602 △1,574

中間純利益 6,190 7,519

自己株式の取得 △2,758 △3,689

自己株式の処分 91 1

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,341 △254

当中間期変動額合計 △420 2,002

当中間期末残高 190,174 186,149
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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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