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1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期中間期 6,300 1.4 784 ― 707 ―
22年3月期中間期 6,209 △16.8 △1,355 ― △1,186 ―

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

23年3月期中間期 11.94 3.03
22年3月期中間期 △20.03 ―

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 ％

23年3月期中間期 480,991 16,442 3.3 △28.71 8.03
22年3月期 471,221 16,393 3.4 △36.27 7.89

（参考） 自己資本  23年3月期中間期  16,300百万円 22年3月期  16,256百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行が発行しております普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場) の配当の状況に
ついては、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 
（予想）

― 1.00 1.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 12,200 △4.3 1,300 ― 1,400 266.9 16.81



(1) 当中間期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）当中間期における「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、 【添付資料】 ２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期中間期 59,444,900株 22年3月期 59,444,900株
② 期末自己株式数 23年3月期中間期 227,255株 22年3月期 219,502株
③ 期中平均株式数（中間期） 23年3月期中間期 59,223,392株 22年3月期中間期 59,234,326株

（個別業績の概要） 

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期中間期 6,181 1.8 769 ― 703 ―
22年3月期中間期 6,071 △17.1 △1,384 ― △1,194 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

23年3月期中間期 11.88
22年3月期中間期 △20.16

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 ％

23年3月期中間期 480,658 16,202 3.3 △30.35 7.97
22年3月期 470,884 16,162 3.4 △37.86 7.81

（参考） 自己資本 23年3月期中間期  16,202百万円 22年3月期  16,162百万円

2.  平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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、中間連結財務諸表およ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、当行が現在入手している情報およ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。 

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 12,000 △4.0 1,300 ― 1,400 275.4 16.81



種類株式の配当の状況 
 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 
（Ａ種優先株式） 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭
22 年 3月期 －      0 00 －   35 00 35 00 
23 年 3 月期 －   0 00 *****   *****    

23 年 3 月期（予想） *****   *****   －   35 00 35 00 
 
（Ｂ種優先株式） 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭
22 年 3月期 －   0 00 －   8 00 8 00 
23 年 3 月期 －   0 00 *****   *****    

23 年 3 月期（予想） *****   *****   －     8 00 8 00 
 
（Ｃ種優先株式） 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭
22 年 3月期 －   0 00 －   18 90 18 90 
23 年 3 月期 －   0 00 *****   *****    

23 年 3 月期（予想） *****   *****   －   （注） 17 00 （注） 17 00 

（注）Ｃ種優先株式の配当予想を 18 円 90 銭から 17 円 00 銭に修正しております。 

詳細につきましては、平成 22 年 11 月 11 日公表の「Ｃ種優先株式に係る配当予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
 当行グループの当中間連結会計期間の連結経営成績は、次のとおりとなりました。  
 連結経常収益は6,300百万円（前年同期比90百万円増、1.4％増）となりました。これは、貸出
金の積み増しに伴い貸出金利息が増加に転じたことに加え、一時払い終身保険の取扱開始等窓販
商品の販売強化に努めたことや国債等債券売却益が前年同期を上回る実績となったことが影響し
ております。 
 連結経常費用は、5,516百万円（前年同期比2,049百万円減、27.0％減）となりました。これ
は、企業倒産の沈静化等に伴い、経常費用に係る信用コストが同411百万円減少したことに加え、
有価証券の評価損が同1,307百万円減少したことが影響しております。 
 この結果、連結経常利益は784百万円（前年同期は連結経常損失1,355百万円）、連結中間純利
益は707百万円（前年同期は連結中間純損失1,186百万円）となりました。連結経常利益、連結中
間純利益とも中間期としては３年ぶりの黒字回復となりました。  
 なお、当行グループは銀行業以外にクレジットカード業等の事業を営んでおりますが、それら
の事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載して
おりません。 
  

（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の連結財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比9,770百万
円増加し、480,991百万円となりました。純資産は、同48百万円増加し、16,442百万円となりまし
た。 
 主要勘定につきましては、預金は、法人・個人とも増加し、前連結会計年度末比10,128百万円
増加の452,147百万円となりました。 
 貸出金は、中小企業等向けの貸出や住宅ローンの増加により、前連結会計年度末比5,666百万円
増加し、357,987百万円となりました。 
 有価証券は、資金運用力の強化を目的として、前連結会計年度末比2,423百万円増加し、76,355
百万円となりました。 
 この結果、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・
フローが4,931百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△2,494百万円、財務活動によるキ
ャッシュ・フローが△843百万円となり、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前
連結会計年度末比1,592百万円増加の37,926百万円となりました。 
 なお、平成17年９月に発行した劣後特約付社債70億円は平成22年９月に期限前償還し、新たに
同月、劣後特約付社債67億円を発行しております。 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 平成22年11月５日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

（１）重要な子会社の異動の概要 
 該当事項はありせん。  
  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
①会計処理基準に関する事項の変更  
 (資産除去債務に関する会計基準の適用) 
 当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準の変更」（企業会計基準第18号平
成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第21号平成20年３月31日）を適用しております。 
 これにより、経常利益は７百万円、税金等調整前中間純利益は149百万円それぞれ減少してお
ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は220百万円であります。 
②表示方法の変更 
（中間連結損益計算書関係） 
 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20年12月26日）に基づく「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第
５号平成21年３月24日）の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中間
純利益」の科目を表示しております。 

１．当中間期決算の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
現金預け金 40,051 38,681 
有価証券 76,355 73,931 
貸出金 357,987 352,320 
外国為替 609 187 
その他資産 2,645 2,581 
有形固定資産 8,332 8,320 
無形固定資産 151 162 
繰延税金資産 1,579 1,610 
支払承諾見返 1,274 1,341 
貸倒引当金 △7,996 △7,916 
資産の部合計 480,991 471,221 

負債の部   
預金 452,147 442,018 
借用金 388 373 
外国為替 － 1 
社債 6,700 7,000 
その他負債 2,296 2,365 
賞与引当金 117 110 
退職給付引当金 218 262 
睡眠預金払戻損失引当金 167 113 
再評価に係る繰延税金負債 1,239 1,240 
支払承諾 1,274 1,341 
負債の部合計 464,549 454,827 

純資産の部   
資本金 12,495 12,495 
資本剰余金 1,350 1,350 
利益剰余金 2,049 1,804 
自己株式 △70 △69 
株主資本合計 15,826 15,581 

その他有価証券評価差額金 △1,175 △976 
土地再評価差額金 1,649 1,650 
評価・換算差額等合計 473 674 

少数株主持分 142 137 
純資産の部合計 16,442 16,393 

負債及び純資産の部合計 480,991 471,221 
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 6,209 6,300 
資金運用収益 5,097 4,942 
（うち貸出金利息） 4,442 4,462 
（うち有価証券利息配当金） 604 463 

役務取引等収益 592 724 
その他業務収益 310 484 
その他経常収益 209 149 

経常費用 7,565 5,516 
資金調達費用 749 563 
（うち預金利息） 649 462 

役務取引等費用 526 482 
その他業務費用 135 133 
営業経費 3,173 3,172 
その他経常費用 2,980 1,164 

経常利益又は経常損失（△） △1,355 784 

特別利益 242 120 
固定資産処分益 0 － 
償却債権取立益 160 120 
受取和解金 82 － 
その他の特別利益 － 0 

特別損失 65 148 
固定資産処分損 6 3 
減損損失 58 2 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 142 
その他の特別損失 0 0 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△） △1,179 755 

法人税、住民税及び事業税 16 13 
法人税等調整額 △18 29 
法人税等合計 △2 43 

少数株主損益調整前中間純利益  712 

少数株主利益 9 5 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,186 707 
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 12,495 12,495 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 12,495 12,495 

資本剰余金   
前期末残高 1,350 1,350 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 1,350 1,350 

利益剰余金   
前期末残高 1,391 1,804 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,186 707 
自己株式の処分 △0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 

当中間期変動額合計 △1,154 245 

当中間期末残高 236 2,049 

自己株式   
前期末残高 △68 △69 
当中間期変動額   
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 
当中間期変動額合計 △0 △0 

当中間期末残高 △68 △70 

株主資本合計   
前期末残高 15,169 15,581 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,186 707 
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
当中間期変動額合計 △1,155 244 

当中間期末残高 14,014 15,826 
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △4,482 △976 
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） 3,223 △198 

当中間期変動額合計 3,223 △198 

当中間期末残高 △1,258 △1,175 

土地再評価差額金   
前期末残高 1,682 1,650 
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） △31 △1 

当中間期変動額合計 △31 △1 

当中間期末残高 1,650 1,649 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △2,799 674 
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） 3,191 △200 

当中間期変動額合計 3,191 △200 

当中間期末残高 392 473 

少数株主持分   
前期末残高 127 137 
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） 9 4 

当中間期変動額合計 9 4 

当中間期末残高 136 142 

純資産合計   
前期末残高 12,497 16,393 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,186 707 
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） 3,201 △196 

当中間期変動額合計 2,045 48 

当中間期末残高 14,543 16,442 
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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又は税金等調整前中間純
損失（△） △1,179 755 

減価償却費 145 164 
減損損失 58 2 
貸倒引当金の増減（△） △1,009 80 
賞与引当金の増減額（△は減少） 3 6 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △34 △44 
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 20 53 
資金運用収益 △5,097 △4,942 
資金調達費用 749 563 
有価証券関係損益（△） 1,238 △249 
有形固定資産処分損益（△は益） 6 3 
貸出金の純増（△）減 13,602 △5,666 
預金の純増減（△） 8,240 10,128 
借用金の純増減（△） 13 15 
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 2,675 222 
外国為替（資産）の純増（△）減 14 △421 
外国為替（負債）の純増減（△） 1 △1 
資金運用による収入 5,012 4,964 
資金調達による支出 △579 △752 
その他 111 63 

小計 23,995 4,944 

法人税等の還付額 27 14 
法人税等の支払額 △26 △28 
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,996 4,931 

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 △41,329 △47,091 
有価証券の売却による収入 6,750 22,491 
有価証券の償還による収入 18,004 22,197 
有形固定資産の取得による支出 △79 △72 
無形固定資産の取得による支出 △1 △20 
有形固定資産の売却による収入 6 － 
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,649 △2,494 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
劣後特約付社債の発行による収入 － 6,618 
劣後特約付社債の償還による支出 － △7,000 
配当金の支払額 △0 △461 
少数株主への配当金の支払額 － △0 
自己株式の取得による支出 △0 △0 
自己株式の売却による収入 0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 △843 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,345 1,592 

現金及び現金同等物の期首残高 30,547 36,333 
現金及び現金同等物の中間期末残高 37,893 37,926 
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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。  
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４．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22年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   
現金預け金 40,050 38,679 
有価証券 76,015 73,581 
貸出金 358,304 352,636 
外国為替 609 187 
その他資産 2,241 2,176 
有形固定資産 8,328 8,316 
無形固定資産 151 161 
繰延税金資産 1,534 1,566 
支払承諾見返 1,274 1,341 
貸倒引当金 △7,852 △7,762 
資産の部合計 480,658 470,884 

負債の部   
預金 452,194 442,069 
借用金 388 373 
外国為替 － 1 
社債 6,700 7,000 
その他負債 2,155 2,209 
未払法人税等 42 43 
資産除去債務 220 － 
その他の負債 1,892 2,165 

賞与引当金 116 109 
退職給付引当金 218 262 
睡眠預金払戻損失引当金 167 113 
再評価に係る繰延税金負債 1,239 1,240 
支払承諾 1,274 1,341 
負債の部合計 464,455 454,722 

純資産の部   
資本金 12,495 12,495 
資本剰余金 1,350 1,350 
資本準備金 1,350 1,350 

利益剰余金 1,952 1,710 
利益準備金 92 － 
その他利益剰余金 1,859 1,710 
繰越利益剰余金 1,859 1,710 

自己株式 △70 △69 
株主資本合計 15,728 15,487 

その他有価証券評価差額金 △1,175 △976 
土地再評価差額金 1,649 1,650 

評価・換算差額等合計 473 674 

純資産の部合計 16,202 16,162 

負債及び純資産の部合計 480,658 470,884 
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 6,071 6,181 
資金運用収益 5,017 4,864 
（うち貸出金利息） 4,366 4,388 
（うち有価証券利息配当金） 600 460 

役務取引等収益 549 683 
その他業務収益 309 484 
その他経常収益 194 147 

経常費用 7,456 5,411 
資金調達費用 748 562 
（うち預金利息） 649 462 

役務取引等費用 526 482 
その他業務費用 133 131 
営業経費 3,097 3,098 
その他経常費用 2,949 1,136 

経常利益又は経常損失（△） △1,384 769 

特別利益 242 120 
特別損失 65 148 
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △1,208 741 

法人税、住民税及び事業税 8 7 
法人税等調整額 △21 30 

法人税等合計 △13 37 

中間純利益又は中間純損失（△） △1,194 703 
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 12,495 12,495 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 12,495 12,495 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 1,350 1,350 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 1,350 1,350 

資本剰余金合計   
前期末残高 1,350 1,350 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 1,350 1,350 

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 － － 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － 92 
当中間期変動額合計 － 92 

当中間期末残高 － 92 

その他利益剰余金   
繰越利益剰余金   
前期末残高 1,306 1,710 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △555 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,194 703 
自己株式の処分 △0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
当中間期変動額合計 △1,162 149 

当中間期末残高 143 1,859 

利益剰余金合計   
前期末残高 1,306 1,710 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,194 703 
自己株式の処分 △0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
当中間期変動額合計 △1,162 241 

当中間期末残高 143 1,952 

自己株式   
前期末残高 △68 △69 
当中間期変動額   
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 

当中間期変動額合計 △0 △0 

当中間期末残高 △68 △70 
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本合計   
前期末残高 15,084 15,487 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,194 703 
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
当中間期変動額合計 △1,163 240 

当中間期末残高 13,921 15,728 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △4,482 △976 
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） 3,223 △198 

当中間期変動額合計 3,223 △198 

当中間期末残高 △1,258 △1,175 

土地再評価差額金   
前期末残高 1,682 1,650 
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） △31 △1 

当中間期変動額合計 △31 △1 

当中間期末残高 1,650 1,649 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △2,799 674 
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） 3,191 △200 

当中間期変動額合計 3,191 △200 

当中間期末残高 392 473 

純資産合計   
前期末残高 12,285 16,162 
当中間期変動額   
剰余金の配当 － △463 
中間純利益又は中間純損失（△） △1,194 703 
自己株式の取得 △0 △0 
自己株式の処分 0 － 
土地再評価差額金の取崩 31 1 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） 3,191 △200 

当中間期変動額合計 2,028 40 

当中間期末残高 14,313 16,202 

㈱豊和銀行（8559）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－12－



 （４）継続企業の前提に関する注記  
 該当事項はありません。 

  

㈱豊和銀行（8559）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－13－


	サマリー情報2209.pdf
	サマリー情報（優先配当除く）2209.pdf
	2209優先配当

	決算短信添付資料（公表用）2209



