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1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期中間期 54,053 1.7 16,786 19.2 10,224 29.3
24年3月期中間期 53,131 3.2 14,075 46.2 7,902 24.8

（注）包括利益 25年3月期中間期 8,801百万円 （13.7％） 24年3月期中間期 7,738百万円 （98.8％）

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

25年3月期中間期 43.37 ―
24年3月期中間期 33.02 ―

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 ％ ％

25年3月期中間期 3,556,024 204,330 5.6 10.69
24年3月期 3,484,294 197,271 5.5 10.42
（参考） 自己資本   25年3月期中間期  201,989百万円 24年3月期  195,106百万円

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

24年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
25年3月期 ― 6.50
25年3月期（予想） ― 6.50 13.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 109,500 2.0 28,800 △3.0 17,200 10.5 72.97



(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 

（注）詳細は、【添付資料】3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期中間期 258,139,248 株 24年3月期 258,139,248 株
② 期末自己株式数 25年3月期中間期 22,446,868 株 24年3月期 22,155,268 株
③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 235,719,212 株 24年3月期中間期 239,260,523 株

（個別業績の概要） 

1.  平成25年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期中間期 50,125 1.9 16,119 21.9 9,953 32.3
24年3月期中間期 49,145 4.0 13,222 44.5 7,519 21.4

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 42.22
24年3月期中間期 31.42

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 ％ ％

25年3月期中間期 3,548,444 199,778 5.6 10.72
24年3月期 3,476,800 193,135 5.5 10.47
（参考） 自己資本 25年3月期中間期  198,995百万円 24年3月期  192,374百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 100,000 0.3 28,000 0.6 17,000 14.7 72.12
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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、一部に東日本大震災の復興需要が出始めてい

るものの、個人消費が停滞していることに加え海外経済の減速感が強まるなかで企業業績下

振れリスクの台頭などにより、なお不透明な状況が続いております。 
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、貸出金利息の増加

による資金運用収益の増加等により、前年同期比 9 億 22 百万円増加し、540 億 53 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 17 億 90 百万円減少の 372 億

66 百万円となりました。 

 この結果、経常利益は前年同期比 27 億 11 百万円増加し、167 億 86 百万円となりました。 

 中間純利益は、前年同期比 23 億 22 百万円増加し 102 億 24 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 714 億 11 百万円増加し、全体では 548 億 3 百万円増加の

2 兆 6,671 億 33 百万円となりました。 

有価証券残高は、前年度末比 416 億 4 百万円減少し 2,874 億 39 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 899 億 59 百万円増加し、全体では 638 億

60 百万円増加の 3 兆 3,220 億 95 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 25 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 24 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 １０９，５００百万円

経 常 利 益  ２８，８００百万円

当 期 純 利 益  １７，２００百万円

 

＜単 体＞ 

 通    期 

経 常 収 益 １００，０００百万円

業 務 純 益  ３７，５００百万円

経 常 利 益  ２８，０００百万円

当 期 純 利 益  １７，０００百万円
 

実 質 与 信 費 用  ７，５００百万円

 

 

（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（注記事項）に関する事項 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当 社 および連 結 子 会 社 は、法 人 税 法 の改 正 に伴 い、当 中 間 連 結 会 計 期 間 より、平 成

24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。 

これによる当中間連結会計期間の経常利益および税金等調整前中間純利益に与える

影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 47,932 45,679

コールローン及び買入手形 391,386 453,935

商品有価証券 50 －

金銭の信託 1,113 1,043

有価証券 329,043 287,439

貸出金 2,612,330 2,667,133

外国為替 3,434 3,018

リース債権及びリース投資資産 5,830 5,720

その他資産 41,198 37,672

有形固定資産 48,564 49,095

無形固定資産 17,803 20,490

繰延税金資産 15,320 13,456

支払承諾見返 3,835 4,192

貸倒引当金 △33,548 △32,853

資産の部合計 3,484,294 3,556,024

負債の部   

預金 3,258,235 3,322,095

コールマネー及び売渡手形 42 －

借用金 3,115 3,115

外国為替 1 23

その他負債 17,348 17,921

賞与引当金 647 659

役員賞与引当金 60 －

退職給付引当金 230 248

役員退職慰労引当金 2,723 2,617

睡眠預金払戻損失引当金 282 254

偶発損失引当金 479 545

繰延税金負債 20 22

支払承諾 3,835 4,192

負債の部合計 3,287,022 3,351,694

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 161,336 170,027

自己株式 △17,018 △17,252

株主資本合計 193,862 202,319

その他有価証券評価差額金 1,227 △328

繰延ヘッジ損益 16 △1

その他の包括利益累計額合計 1,243 △330

新株予約権 760 783

少数株主持分 1,404 1,557

純資産の部合計 197,271 204,330

負債及び純資産の部合計 3,484,294 3,556,024
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

経常収益 53,131 54,053

資金運用収益 42,382 44,838

（うち貸出金利息） 41,139 43,868

（うち有価証券利息配当金） 890 604

役務取引等収益 6,363 6,098

その他業務収益 3,242 2,137

その他経常収益 1,143 978

経常費用 39,056 37,266

資金調達費用 1,600 1,520

（うち預金利息） 1,521 1,484

役務取引等費用 6,014 6,486

その他業務費用 1,920 1,616

営業経費 21,577 22,661

その他経常費用 7,943 4,982

経常利益 14,075 16,786

特別損失 65 58

固定資産処分損 65 58

税金等調整前中間純利益 14,010 16,728

法人税、住民税及び事業税 2,689 3,620

法人税等調整額 3,331 2,724

法人税等合計 6,020 6,345

少数株主損益調整前中間純利益 7,989 10,382

少数株主利益 87 158

中間純利益 7,902 10,224
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 7,989 10,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △272 △1,562

繰延ヘッジ損益 21 △18

その他の包括利益合計 △251 △1,581

中間包括利益 7,738 8,801

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 7,634 8,648

少数株主に係る中間包括利益 104 152
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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 148,889 161,336

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,902 10,224

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 6,326 8,690

当中間期末残高 155,216 170,027

自己株式   

当期首残高 △12,793 △17,018

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

当中間期変動額合計 △3,687 △233

当中間期末残高 △16,481 △17,252

株主資本合計   

当期首残高 185,640 193,862

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,902 10,224

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

当中間期変動額合計 2,639 8,456

当中間期末残高 188,279 202,319
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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 △302 1,227

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）

△289 △1,555

当中間期変動額合計 △289 △1,555

当中間期末残高 △592 △328

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 17 16

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）

21 △18

当中間期変動額合計 21 △18

当中間期末残高 39 △1

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △284 1,243

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）

△267 △1,573

当中間期変動額合計 △267 △1,573

当中間期末残高 △552 △330

新株予約権   

当期首残高 694 760

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）

45 22

当中間期変動額合計 45 22

当中間期末残高 739 783

少数株主持分   

当期首残高 1,167 1,404

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）

104 152

当中間期変動額合計 104 152

当中間期末残高 1,271 1,557
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

純資産合計   

当期首残高 187,217 197,271

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,902 10,224

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△118 △1,398

当中間期変動額合計 2,521 7,058

当中間期末残高 189,738 204,330
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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24年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 47,216 45,527

コールローン 391,386 453,935

商品有価証券 50 －

金銭の信託 1,113 1,043

有価証券 333,890 292,308

貸出金 2,612,294 2,667,015

外国為替 3,434 3,018

その他資産 33,951 30,366

その他の資産 33,951 30,366

有形固定資産 47,190 47,689

無形固定資産 15,121 17,822

繰延税金資産 14,901 13,031

支払承諾見返 3,841 4,198

貸倒引当金 △27,591 △27,512

資産の部合計 3,476,800 3,548,444

負債の部   

預金 3,264,965 3,327,175

コールマネー 42 －

外国為替 1 23

その他負債 10,665 13,235

未払法人税等 114 3,473

リース債務 775 732

その他の負債 9,775 9,029

賞与引当金 604 616

役員賞与引当金 60 －

役員退職慰労引当金 2,721 2,616

睡眠預金払戻損失引当金 282 254

偶発損失引当金 479 545

支払承諾 3,841 4,198

負債の部合計 3,283,664 3,348,665

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 159,642 168,062

利益準備金 30,043 30,043

その他利益剰余金 129,599 138,019

固定資産圧縮積立金 55 55

別途積立金 103,032 103,032

繰越利益剰余金 26,512 34,932

自己株式 △17,018 △17,252

株主資本合計 191,253 199,439

その他有価証券評価差額金 1,102 △444

繰延ヘッジ損益 19 0

評価・換算差額等合計 1,121 △444

新株予約権 760 783

純資産の部合計 193,135 199,778

負債及び純資産の部合計 3,476,800 3,548,444
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

経常収益 49,145 50,125

資金運用収益 40,963 43,220

（うち貸出金利息） 39,720 42,252

（うち有価証券利息配当金） 884 599

役務取引等収益 6,033 5,768

その他業務収益 1,018 316

その他経常収益 1,130 820

経常費用 35,922 34,005

資金調達費用 1,582 1,504

（うち預金利息） 1,521 1,485

役務取引等費用 6,260 6,634

その他業務費用 113 117

営業経費 20,892 21,304

その他経常費用 7,073 4,445

経常利益 13,222 16,119

特別損失 65 52

税引前中間純利益 13,157 16,067

法人税、住民税及び事業税 2,428 3,392

法人税等調整額 3,209 2,721

法人税等合計 5,637 6,113

中間純利益 7,519 9,953
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 － 55

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － 55

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 14,866 26,512

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,519 9,953

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 5,944 8,420

当中間期末残高 20,811 34,932

利益剰余金合計   

当期首残高 147,942 159,642

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,519 9,953

自己株式の処分 △0 －

当中間期変動額合計 5,944 8,420

当中間期末残高 153,886 168,062
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

自己株式   

当期首残高 △12,793 △17,018

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

当中間期変動額合計 △3,687 △233

当中間期末残高 △16,481 △17,252

株主資本合計   

当期首残高 183,777 191,253

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,519 9,953

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

当中間期変動額合計 2,257 8,186

当中間期末残高 186,034 199,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △345 1,102

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）

△322 △1,547

当中間期変動額合計 △322 △1,547

当中間期末残高 △667 △444

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 20 19

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）

22 △18

当中間期変動額合計 22 △18

当中間期末残高 42 0

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △324 1,121

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）

△299 △1,565

当中間期変動額合計 △299 △1,565

当中間期末残高 △624 △444

新株予約権   

当期首残高 694 760

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）

45 22

当中間期変動額合計 45 22

当中間期末残高 739 783
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

純資産合計   

当期首残高 184,147 193,135

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,574 △1,533

中間純利益 7,519 9,953

自己株式の取得 △3,689 △233

自己株式の処分 1 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△254 △1,543

当中間期変動額合計 2,002 6,643

当中間期末残高 186,149 199,778
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