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1. 平成27年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

（注）1.当社は、平成25年10月19日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行わ 
    れたと仮定して、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定しております。 
   2.当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当たり中間純利益金額は減少し
    ないので、記載しておりません。 
     また、平成26年３月期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、平成26年３月期 
    中間期においては当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）「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。 
   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。  

(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 ％

27年3月期中間期 49,393 △12.6 12,557 △22.6 7,774 △58.1
26年3月期中間期 56,517 8.8 16,243 23.4 18,564 62.5

（注）包括利益 27年3月期中間期 15,416百万円 （△10.4％） 26年3月期中間期 17,218百万円 （190.7％）

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

27年3月期中間期 23.33 ―
26年3月期中間期 65.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期中間期 5,642,399 260,074 4.6
26年3月期 5,612,355 241,135 4.2
（参考）自己資本 27年3月期中間期 260,074百万円 26年3月期 241,135百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
27年3月期 ― 4.50
27年3月期（予想） ― 4.50 9.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 96,000 △11.1 21,000 △25.7 17,000 △30.0 51.01



(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】の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年10月19日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が 
   行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期中間期 333,250,000 株 26年3月期 333,250,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期中間期 ― 株 26年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（中間期） 27年3月期中間期 333,250,000 株 26年3月期中間期 270,000,000 株

（個別業績の概要） 

平成27年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

（注）当社は、平成25年10月19日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われた 
   と仮定して、１株当たり中間純利益金額を算定しております。 

(2) 個別財政状態 

（注）「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。  

(1) 個別経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期中間期 15,105 0.0 14,758 △0.1 13,342 △0.2 13,340 △0.2
26年3月期中間期 15,105 0.0 14,781 0.0 13,379 2.1 13,377 2.1

1株当たり中間純利益
円 銭

27年3月期中間期 40.03
26年3月期中間期 46.43

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期中間期 307,211 181,701 59.1
26年3月期 300,588 169,693 56.4
（参考）自己資本 27年3月期中間期 181,701百万円 26年3月期 169,693百万円

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
  この第２四半期（中間期）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、この第２四半期（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に対する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 
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、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。 
２．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、当社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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は今後想定されるさまざまな要因（経済環境、金利・株式市場等 
  の状況変化）によって異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、【添付資料】の２ページ「１．当中間決算に関する 
  定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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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説明 

当中間期におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動などの影響から生産

など一部に弱さが見られたものの、設備投資が緩やかに増加したほか、公共投資が堅調なこと等もあ

り、基調的には緩やかな回復が続きました。栃木県経済におきましては、消費税増税や悪天候の影響

もあり、緩やかな回復基調に一服感が見られました。 

金融情勢をみますと、10 年物国債利回りは、一時的に 0.5％台を割り込む局面もあるなど、期初か

らは低下いたしました。為替相場は対米ドルで１ドル 101円～102円台で概ね推移しておりましたが、

８月以降円安が進み、期末は 109 円台となりました。株式相場は日経平均が期初１万４千円台から、

期末は１万６千円台に上昇しました。 

このような金融経済環境のもと、当中間期における経営成績は以下のとおりとなりました。 

経常収益は、有価証券利息配当金の増加により資金運用収益は増加したものの、国債等債券売却益

と株式売却益が減少したこと等により、前年同期比 71億 23百万円減少し 493億 93百万円となりまし

た。 

経常費用は、資金調達費用や営業経費の減少のほか、国債等債券売却損が減少したこと等により、

前年同期比 34億 37百万円減少し 368億 36百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年同期比 36億 85百万円減少し 125億 57百万円となりました。また、税金

費用が増加したこともあり、当中間純利益は前年同期比 107億 89百万円減少し 77億 74百万円となり

ました。 

 

（２）連結財政状態に関する説明 

総資産は、前連結会計年度末比 300億円増加し５兆 6,423億円となりました。このうち、貸出金は、

住宅ローンや中小企業を中心とした事業性融資への積極的な取組み等により、前連結会計年度末比 556

億円増加し４兆 137 億円となりました。有価証券は、金利動向を踏まえた適切な運用に努めた結果、

前連結会計年度末比 265億円増加し１兆 2,029億円となりました。 

負債は前連結会計年度末比 111 億円増加し５兆 3,823 億円となりました。このうち、預金は、個人

預金・法人預金は増加しましたが、季節的要因による公金預金の減少により、前連結会計年度末比 479

億円減少し４兆 8,951 億円となりました。譲渡性預金は、前連結会計年度末比 488 億円増加し 2,198

億円となりました。 

純資産は、中間純利益のほか、改正退職給付会計基準の適用に伴う利益剰余金の増加、その他有価

証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末比 189億円増加の 2,600億円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26年５月 12日に公表した通期連結業績予想を、平成 26年 10月 29日に下記のとおり修正して

おります。詳細につきましては、同日適時開示しております。 

（単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益 

当初予想  （Ａ） 92,000 18,000 15,000 45円 01銭 

修正後予想（Ｂ） 96,000 21,000 17,000 51円 01銭 

増減額（Ｂ－Ａ） 4,000 3,000 2,000 － 

 

（４）配当予想に関する説明 

平成 26年５月 12日に公表した配当予想につきましては、通期連結業績予想の修正に伴い、平成 26

年 10 月 29 日に、当初予想の１株当たり年間配当金８円から１円増配し、１株当たり年間配当金９円

（うち中間配当金４円 50銭）に修正しております。詳細につきましては、同日適時開示しております。 
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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 

(会計方針の変更) 

｢退職給付に関する会計基準｣ (企業会計基準第 26号 平成 24年５月 17日。以下、｢退職給付会計基

準｣という。) 及び｢退職給付に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24

年５月 17 日。以下、｢退職給付適用指針｣という。) を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付

適用指針第 67項本文に掲げられた定めについて当中間連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤

務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変

更するとともに、割引率の決定方法を、割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残

存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を

反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、

当中間連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利

益剰余金に加減しております。 

この結果、当中間連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が 4,732 百万円増加し、退職給付に係

る負債が 2,779 百万円減少し、利益剰余金が 4,855 百万円増加しております。また、当中間連結会計

期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ 180百万円減少しております。 
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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26年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

現金預け金 344,369 292,970

コールローン及び買入手形 1,520 666

買入金銭債権 8,180 7,660

商品有価証券 4,266 3,841

有価証券 1,176,469 1,202,978

貸出金 3,958,083 4,013,758

外国為替 5,969 5,258

その他資産 20,307 20,868

有形固定資産 23,378 23,593

無形固定資産 93,141 89,373

退職給付に係る資産 3,357 9,084

繰延税金資産 2,027 128

支払承諾見返 15,333 15,034

貸倒引当金 △44,051 △42,816

資産の部合計 5,612,355 5,642,399

負債の部

預金 4,943,137 4,895,172

譲渡性預金 171,040 219,849

コールマネー及び売渡手形 6,175 7,004

債券貸借取引受入担保金 5,965 16,964

借用金 180,644 178,406

外国為替 763 662

その他負債 43,022 44,531

役員賞与引当金 48 18

退職給付に係る負債 2,779 －

役員退職慰労引当金 189 225

睡眠預金払戻損失引当金 1,606 779

偶発損失引当金 424 448

ポイント引当金 88 78

繰延税金負債 － 3,149

支払承諾 15,333 15,034

負債の部合計 5,371,220 5,382,325

純資産の部

資本金 117,495 117,495

資本剰余金 29,025 29,025

利益剰余金 75,375 86,672

株主資本合計 221,896 233,193

その他有価証券評価差額金 20,230 28,074

繰延ヘッジ損益 △30 △516

退職給付に係る調整累計額 △960 △677

その他の包括利益累計額合計 19,239 26,880

純資産の部合計 241,135 260,074

負債及び純資産の部合計 5,612,355 5,642,399
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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25年４月１日

　至 平成25年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

経常収益 56,517 49,393

資金運用収益 35,663 36,168

（うち貸出金利息） 28,927 28,539

（うち有価証券利息配当金） 6,500 7,280

役務取引等収益 10,522 10,987

その他業務収益 3,088 896

その他経常収益 7,241 1,340

経常費用 40,273 36,836

資金調達費用 2,626 2,417

（うち預金利息） 1,339 1,211

役務取引等費用 2,867 3,088

その他業務費用 1,377 62

営業経費 29,071 28,742

その他経常費用 4,331 2,525

経常利益 16,243 12,557

特別損失 261 9

固定資産処分損 13 9

減損損失 16 －

割増退職金 232 －

税金等調整前中間純利益 15,981 12,547

法人税、住民税及び事業税 1,092 6,455

法人税等調整額 △3,675 △1,682

法人税等合計 △2,583 4,773

少数株主損益調整前中間純利益 18,564 7,774

中間純利益 18,564 7,774
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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25年４月１日

　至 平成25年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前中間純利益 18,564 7,774

その他の包括利益 △1,346 7,641

その他有価証券評価差額金 △1,708 7,844

繰延ヘッジ損益 362 △485

退職給付に係る調整額 - 282

中間包括利益 17,218 15,416

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 17,218 15,416

少数株主に係る中間包括利益 - -
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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 平成25年４月１日 至 平成25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 105,010 95,780 56,730 ― 257,521

当中間期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △5,670 　 △5,670

中間純利益 　 　 18,564 　 18,564

自己株式の取得 　 　 　 △25,838 △25,838

自己株式の消却 　 △25,838 　 25,838 ―

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 ― △25,838 12,894 ― △12,944

当中間期末残高 105,010 69,941 69,625 ― 244,576

　

その他の包括利益累計額

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 21,954 △132 ― 21,822 279,343

当中間期変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 △5,670

中間純利益 　 　 　 18,564

自己株式の取得 　 　 　 △25,838

自己株式の消却 　 　 　 ―

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額）

△1,708 362 △1,346 △1,346

当中間期変動額合計 △1,708 362 ― △1,346 △14,290

当中間期末残高 20,246 229 ― 20,476 265,053
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当中間連結会計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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 117,495 29,025 75,375 ― 221,896

会計方針の変更による

累積的影響額
4,855 4,855

会計方針の変更を反映

した当期首残高
117,495 29,025 80,230 ― 226,751

当中間期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △1,333 　 △1,333

中間純利益 　 　 7,774 　 7,774

自己株式の取得 　 　 　

自己株式の消却 　 　

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 ― ― 6,441 ― 6,441

当中間期末残高 117,495 29,025 86,672 ― 233,193

　

その他の包括利益累計額

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 20,230 △30 △960 19,239 241,135

会計方針の変更による

累積的影響額
4,855

会計方針の変更を反映

した当期首残高
20,230 △30 △960 19,239 245,990

当中間期変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 △1,333

中間純利益 　 　 　 7,774

自己株式の取得 　 　 　

自己株式の消却 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額）

7,844 △485 282 7,641 7,641

当中間期変動額合計 7,844 △485 282 7,641 14,083

当中間期末残高 28,074 △516 △677 26,880 260,074
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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26年３月31日)

当中間会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,575 14,197

有価証券 10,000 10,000

その他 3,012 3,013

流動資産合計 20,587 27,210

固定資産

無形固定資産

ソフトウエア － 1

無形固定資産合計 － 1

投資その他の資産

関係会社株式 280,000 280,000

その他 0 0

投資その他の資産合計 280,000 280,000

固定資産合計 280,000 280,001

資産合計 300,588 307,211

負債の部

流動負債

未払費用 339 349

未払法人税等 14 15

未払消費税等 2 16

役員賞与引当金 26 10

その他 415 3

流動負債合計 798 394

固定負債

長期借入金 25,000 25,000

株主、役員又は従業員からの長期借入金 55,000 55,000

関係会社長期借入金 50,000 45,000

役員退職慰労引当金 96 116

固定負債合計 130,096 125,116

負債合計 130,894 125,510

純資産の部

株主資本

資本金 117,495 117,495

資本剰余金

資本準備金 25,276 25,276

その他資本剰余金 3,749 3,749

資本剰余金合計 29,025 29,025

利益剰余金

利益準備金 2,268 2,401

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 20,905 32,779

利益剰余金合計 23,173 35,180

株主資本合計 169,693 181,701

純資産合計 169,693 181,701

負債純資産合計 300,588 307,211
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業収益

関係会社受取配当金 14,745 14,745

関係会社受入手数料 360 360

営業収益合計 15,105 15,105

営業費用

販売費及び一般管理費 324 346

営業費用合計 324 346

営業利益 14,781 14,758

営業外収益 9 2

営業外費用 1,410 1,418

経常利益 13,379 13,342

税引前中間純利益 13,379 13,342

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等合計 2 2

中間純利益 13,377 13,340
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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 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

（単位：百万円）

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 105,010 12,790 82,990 95,780

当中間期変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　

利益準備金の積立 　 　 　 　

中間純利益 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　

自己株式の消却 　 　 △25,838 △25,838

当中間期変動額合計 ― ― △25,838 △25,838

当中間期末残高 105,010 12,790 57,151 69,941

　

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

利益準備金 利益剰余金合計

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,701 15,031 16,732 ― 217,523 217,523

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 △5,670 △5,670 　 △5,670 △5,670

利益準備金の積立 567 △567 ― 　 ― ―

中間純利益 　 13,377 13,377 　 13,377 13,377

自己株式の取得 　 　 　 △25,838 △25,838 △25,838

自己株式の消却 　 　 　 25,838 ― ―

当中間期変動額合計 567 7,140 7,707 ― △18,131 △18,131

当中間期末残高 2,268 22,172 24,440 ― 199,391 199,391
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当中間会計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

（単位：百万円）

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 117,495 25,276 3,749 29,025

当中間期変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　

利益準備金の積立 　 　 　 　

中間純利益 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　

自己株式の消却 　 　

当中間期変動額合計 ― ― ― ―

当中間期末残高 117,495 25,276 3,749 29,025

　

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

利益準備金 利益剰余金合計

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 2,268 20,905 23,173 ― 169,693 169,693

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 △1,333 △1,333 　 △1,333 △1,333

利益準備金の積立 133 △133 ― 　 ― ―

中間純利益 　 13,340 13,340 　 13,340 13,340

自己株式の取得 　 　 　

自己株式の消却 　 　 　

当中間期変動額合計 133 11,874 12,007 ― 12,007 12,007

当中間期末残高 2,401 32,779 35,180 ― 181,701 181,701
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５．（参考）株式会社足利銀行 中間財務諸表 

中間貸借対照表 
（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成 26年３月 31日） 
当中間会計期間 

（平成 26年９月 30日） 

資産の部   

現金預け金 344,367 292,968 

コールローン 1,520 666 

買入金銭債権 8,180 7,660 

商品有価証券 4,266 3,841 

有価証券 1,205,418 1,231,903 

貸出金 4,007,311 4,057,798 

外国為替 5,969 5,258 

その他資産 15,142 15,676 

有形固定資産 24,536 24,726 

無形固定資産 4,739 4,072 

前払年金費用 2,955 10,209 

繰延税金資産 2,219 － 

支払承諾見返 15,333 15,034 

貸倒引当金 △ 40,715 △ 39,585 

資産の部合計 5,601,246 5,630,230 

負債の部   

預金 4,957,892 4,916,830 

譲渡性預金 226,040 274,849 

コールマネー 6,175 7,004 

債券貸借取引受入担保金 5,965 16,964 

借用金 100,644 98,406 

外国為替 763 662 

その他負債 26,812 28,627 

未払法人税等 1,736 6,006 

リース債務 12 19 

資産除去債務 534 537 

その他の負債 24,528 22,064 

役員賞与引当金 21 8 

退職給付引当金 812 － 

役員退職慰労引当金 86 101 

睡眠預金払戻損失引当金 1,606 779 

偶発損失引当金 424 448 

ポイント引当金 51 41 

繰延税金負債 － 2,669 

支払承諾 15,333 15,034 

負債の部合計 5,342,632 5,362,428 

純資産の部   

資本金 135,000 135,000 

利益剰余金 100,737 102,171 

利益準備金 12,332 15,281 

その他利益剰余金 88,404 86,889 

繰越利益剰余金 88,404 86,889 

株主資本合計 235,737 237,171 

その他有価証券評価差額金 22,907 31,147 

繰延ヘッジ損益 △ 30 △ 516 

評価・換算差額等合計 22,876 30,631 

純資産の部合計 258,614 267,802 

負債及び純資産の部合計 5,601,246 5,630,230 
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中間損益計算書 

（単位：百万円） 

 
前中間会計期間 

（自 平成 25年４月 １ 日 
至 平成 25年９月 30日） 

当中間会計期間 
（自 平成 26年４月 １ 日 
至 平成 26年９月 30日） 

 経常収益 54,541 46,982 

資金運用収益 33,885 34,516 

   (うち貸出金利息) 27,724 27,581 

   (うち有価証券利息配当金) 5,930 6,590 

 役務取引等収益 9,939 10,362 

その他業務収益 2,950 743 

その他経常収益 7,766 1,359 

 経常費用 34,959 31,371 

資金調達費用 1,493 1,511 

   (うち預金利息) 1,343 1,213 

役務取引等費用 2,906 3,138 

その他業務費用 1,334 0 

営業経費 25,248 24,865 

その他経常費用 3,976 1,856 

 経常利益 19,582 15,610 

 特別損失 278 9 

税引前中間純利益 19,303 15,600 

法人税、住民税及び事業税 869 6,231 

法人税等調整額 △ 3,936 △ 1,957 

法人税等合計 △ 3,067 4,274 

 中間純利益 22,371 11,326 
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　中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年９月30日）
（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

利益剰余金

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

当期首残高 135,000 9,383 73,919 83,302 218,302 25,522 △ 132 25,390 243,693

当中間期変動額

剰余金の配当 2,949 △ 17,694 △ 14,745 △ 14,745 △ 14,745

中間純利益 22,371 22,371 22,371 22,371

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

△ 2,016 362 △ 1,653 △ 1,653

当中間期変動額合計 － 2,949 4,676 7,625 7,625 △ 2,016 362 △ 1,653 5,971

当中間期末残高 135,000 12,332 78,595 90,928 225,928 23,506 229 23,736 249,664

当中間会計期間（自 平成26年４月１日　至 平成26年９月30日）
（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

利益剰余金

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

当期首残高 135,000 12,332 88,404 100,737 235,737 22,907 △ 30 22,876 258,614

会計方針の変更による
累積的影響額

4,853 4,853 4,853 4,853

135,000 12,332 93,257 105,590 240,590 22,907 △ 30 22,876 263,467

当中間期変動額

剰余金の配当 2,949 △ 17,694 △ 14,745 △ 14,745 △ 14,745

中間純利益 11,326 11,326 11,326 11,326

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

8,239 △ 485 7,754 7,754

当中間期変動額合計 － 2,949 △ 6,368 △ 3,419 △ 3,419 8,239 △ 485 7,754 4,334

当中間期末残高 135,000 15,281 86,889 102,171 237,171 31,147 △ 516 30,631 267,802

株主資本
合計利益

準備金
利益剰余
金合計

純資産
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

利益
準備金

利益剰余
金合計

資本金

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

純資産
合計株主資本

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

資本金
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