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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 6,059 △3.8 1,041 32.8 1,242 75.7
23年3月期中間期 6,300 1.4 784 ― 707 ―

（注）包括利益 24年3月期中間期 1,140百万円 （122.3％） 23年3月期中間期 513百万円 （―％）

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 20.98 5.30
23年3月期中間期 11.94 3.03

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 508,126 17,561 3.4 8.36
23年3月期 493,000 16,868 3.3 8.06
（参考） 自己資本  24年3月期中間期  17,453百万円 23年3月期  16,726百万円

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 1.00 1.00

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  ：  有   

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 12,150 △0.4 1,510 49.9 1,640 65.7 21.25



(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 

詳細は、添付資料Ｐ．２「サマリー情報（その他）に関する事項（１）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） 

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   ：  有
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 59,444,900 株 23年3月期 59,444,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期中間期 240,800 株 23年3月期 234,330 株
③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 59,207,742 株 23年3月期中間期 59,223,392 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 6,007 △2.8 1,062 37.9 1,271 80.8
23年3月期中間期 6,181 1.8 769 ― 703 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 21.48
23年3月期中間期 11.88

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 507,974 17,386 3.4 8.32
23年3月期 492,677 16,630 3.3 8.00
（参考） 自己資本 24年3月期中間期  17,386百万円 23年3月期  16,630百万円

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
中間連結財務諸表及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、当行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、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 12,100 0.9 1,600 61.1 1,700 72.2 22.17



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
23 年 3月期 －      0 00 －   35 00 35 00 
24 年 3 月期 －    0 00 *****   *****    

24 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
23 年 3月期 －   0 00 －   8 00 8 00 
24 年 3 月期 －   0 00 *****   *****    

24 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
23 年 3月期 －   0 00 －   17 00 17 00 
24 年 3 月期 －   0 00 *****   *****    

24 年 3 月期（予想） *****   *****    －   16 40 16 40 

（注）Ｃ種優先株式の配当予想を市場金利の低下に伴い、17 円 00 銭から 16 円 40 銭に修正しております。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
 連結経常収益は 百万円（前年同期比 百万円減、3.8％減）となりました。これは、保険
商品等の窓口販売の強化に努めたことに伴い、役務取引等収益が前年同期を上回ったものの、貸
出金等の利回り低下に伴い、資金運用収益が前年同期を下回ったことが影響しております。 
 連結経常費用は 百万円（前年同期比 百万円減、9.0％減）となりました。これは、中小
企業金融円滑化への取組みの結果、経常費用に係る信用コストが同 百万円減少したことに加
え、経費節減の取組み強化により営業経費が同 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 百万円（前年同期比 百万円増、32.8％増）となりました。
また、これに繰延税金資産の増加により法人税等調整額が減少したことも加わり、連結中間純利
益は 百万円（前年同期比 百万円増、75.7％増）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２期連続の黒字となり、うち連結中間純利益については過去最高とな
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の連結財政状態につきましては、総資産は前連結会計年度末比 百
万円増加し、 百万円となりました。純資産は同 百万円増加し、 百万円となりま
した。 
 主要勘定のうち、預金は主に法人預金の増加に伴い、前連結会計年度末比 百万円増加
し、 百万円となりました。 
 一方、貸出金は資金需要低迷の影響により、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百
万円となりました。 
 また、有価証券は前連結会計年度末比 百万円増加し、 百万円となりました。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 平成24年３月期通期の業績予想につきましては、子会社の今後の業績を考慮し、連結経常収益
を平成23年５月12日に公表いたしました前回予想の 百万円から 百万円に、連結経常
利益を 百万円から 百万円に、連結当期純利益を 百万円から 百万円に、それ
ぞれ修正するものです。 
  

（１）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）  
 退職給付引当金の過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（15年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間が
これを下回ったため、当中間連結会計期間より費用処理年数を９年に変更しております。 
 これにより、従来の費用処理年数によった場合に比べ、当中間連結会計期間の経常利益、税金
等調整前中間純利益は、それぞれ 百万円減少しております。 
  

（２）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及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）及び「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。 

  

１．当中間決算に関する定性的情報

6,059 241

5,017 498
261

65
1,041 257

1,242 535

15,126
508,126 693 17,561

13,741
475,453

674 373,882

8,495 81,066

12,140 12,150
1,600 1,510 1,700 1,640

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．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 38,461 45,968 
商品有価証券 － 7 
有価証券 72,571 81,066 
貸出金 374,556 373,882 
外国為替 1,110 1,197 
その他資産 2,634 2,236 
有形固定資産 8,247 8,081 
無形固定資産 171 180 
繰延税金資産 1,579 1,769 
支払承諾見返 1,189 1,069 
貸倒引当金 △7,520 △7,334 
資産の部合計 493,000 508,126 

負債の部   
預金 461,712 475,453 
借用金 2,704 3,652 
外国為替 2 3 
社債 6,700 6,700 
その他負債 2,117 1,948 
賞与引当金 114 116 
退職給付引当金 178 225 
睡眠預金払戻損失引当金 173 169 
再評価に係る繰延税金負債 1,239 1,224 
支払承諾 1,189 1,069 
負債の部合計 476,132 490,564 

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 2,332 3,149 
自己株式 △70 △71 
株主資本合計 16,108 16,924 

その他有価証券評価差額金 △1,030 △1,099 
土地再評価差額金 1,649 1,628 
その他の包括利益累計額合計 618 528 

少数株主持分 141 108 
純資産の部合計 16,868 17,561 

負債及び純資産の部合計 493,000 508,126 

㈱豊和銀行（8559）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

3



（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 6,300 6,059 
資金運用収益 4,942 4,776 
（うち貸出金利息） 4,462 4,415 
（うち有価証券利息配当金） 463 341 

役務取引等収益 724 764 
その他業務収益 484 390 
その他経常収益 149 128 

経常費用 5,516 5,017 
資金調達費用 563 470 
（うち預金利息） 462 335 

役務取引等費用 482 469 
その他業務費用 133 158 
営業経費 3,172 3,107 
その他経常費用 1,164 811 

経常利益 784 1,041 

特別利益 120 0 
固定資産処分益 － 0 
償却債権取立益 120  
その他の特別利益 0 － 

特別損失 148 29 
固定資産処分損 3 9 
減損損失 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 20 

税金等調整前中間純利益 755 1,011 

法人税、住民税及び事業税 13 6 
法人税等調整額 29 △204 
法人税等合計 43 △198 

少数株主損益調整前中間純利益 712 1,209 

少数株主利益 5 △32 
中間純利益 707 1,242 
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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 712 1,209 
その他の包括利益 △198 △69 
その他有価証券評価差額金 △198 △69 

中間包括利益 513 1,140 

親会社株主に係る中間包括利益 508 1,173 
少数株主に係る中間包括利益 5 △32 
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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 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   
当期首残高 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   
当期首残高 1,804 2,332 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 707 1,242 
自己株式の処分 － △0 
土地再評価差額金の取崩 1 21 

当中間期変動額合計 245 817 

当中間期末残高 2,049 3,149 

自己株式   
当期首残高 △69 △70 
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 △70 △71 

株主資本合計   
当期首残高 15,581 16,108 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 707 1,242 
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 1 21 
当中間期変動額合計 244 816 

当中間期末残高 15,826 16,924 

㈱豊和銀行（8559）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

6



（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 △976 △1,030 
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） △198 △69 

当中間期変動額合計 △198 △69 

当中間期末残高 △1,175 △1,099 

土地再評価差額金   
当期首残高 1,650 1,649 
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 △21 

当中間期変動額合計 △1 △21 

当中間期末残高 1,649 1,628 

その他の包括利益累計額合計   
当期首残高 674 618 
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） △200 △90 

当中間期変動額合計 △200 △90 

当中間期末残高 473 528 

少数株主持分   
当期首残高 137 141 
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） 4 △33 

当中間期変動額合計 4 △33 

当中間期末残高 142 108 

純資産合計   
当期首残高 16,393 16,868 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 707 1,242 
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 1 21 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） △196 △123 

当中間期変動額合計 48 693 

当中間期末残高 16,442 17,561 
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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) 

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 755 1,011 
減価償却費 164 159 
減損損失 2 － 
貸倒引当金の増減（△） 80 △186 
賞与引当金の増減額（△は減少） 6 2 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △44 46 
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 53 △3 
資金運用収益 △4,942 △4,776 
資金調達費用 563 470 
有価証券関係損益（△） △249 △210 
有形固定資産処分損益（△は益） 3 8 
無形固定資産処分損益（△は益） － 0 
貸出金の純増（△）減 △5,666 674 
預金の純増減（△） 10,128 13,741 
借用金の純増減（△） 15 948 
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 222 △727 
外国為替（資産）の純増（△）減 △421 △87 
外国為替（負債）の純増減（△） △1 0 
資金運用による収入 4,964 4,809 
資金調達による支出 △752 △440 
その他 63 210 

小計 4,944 15,652 

法人税等の還付額 14 17 
法人税等の支払額 △28 △24 
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,931 15,645 

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 △47,091 △47,425 
有価証券の売却による収入 22,491 25,312 
有価証券の償還による収入 22,197 13,697 
有形固定資産の取得による支出 △72 △31 
無形固定資産の取得による支出 △20 △43 
有形固定資産の売却による収入 － 70 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,494 △8,420 

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 △461 △443 
少数株主への配当金の支払額 △0 △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 △843 △444 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,592 6,780 

現金及び現金同等物の期首残高 36,333 36,302 
現金及び現金同等物の中間期末残高 37,926 43,082 
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  

該当事項はありません。 
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５．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 38,460 45,968 
商品有価証券 － 7 
有価証券 72,231 80,727 
貸出金 374,894 374,043 
外国為替 1,110 1,197 
その他資産 2,239 2,186 
有形固定資産 8,244 8,078 
無形固定資産 170 179 
繰延税金資産 1,540 1,771 
支払承諾見返 1,189 1,069 
貸倒引当金 △7,403 △7,256 
資産の部合計 492,677 507,974 

負債の部   
預金 461,761 475,509 
借用金 2,704 3,652 
外国為替 2 3 
社債 6,700 6,700 
その他負債 1,984 1,916 
未払法人税等 66 40 
資産除去債務 222 223 
その他の負債 1,695 1,653 

賞与引当金 113 116 
退職給付引当金 178 225 
睡眠預金払戻損失引当金 173 169 
再評価に係る繰延税金負債 1,239 1,224 
支払承諾 1,189 1,069 
負債の部合計 476,047 490,588 

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 2,235 3,082 
利益準備金 92 181 
その他利益剰余金 2,143 2,900 
繰越利益剰余金 2,143 2,900 

自己株式 △70 △71 
株主資本合計 16,011 16,857 

その他有価証券評価差額金 △1,030 △1,099 
土地再評価差額金 1,649 1,628 

評価・換算差額等合計 618 528 

純資産の部合計 16,630 17,386 

負債及び純資産の部合計 492,677 507,974 
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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 6,181 6,007 
資金運用収益 4,864 4,744 
（うち貸出金利息） 4,388 4,386 
（うち有価証券利息配当金） 460 338 

役務取引等収益 683 752 
その他業務収益 484 390 
その他経常収益 147 120 

経常費用 5,411 4,945 
資金調達費用 562 470 
（うち預金利息） 462 335 

役務取引等費用 482 469 
その他業務費用 131 158 
営業経費 3,098 3,040 
その他経常費用 1,136 806 

経常利益 769 1,062 

特別利益 120 － 
特別損失 148 29 
税引前中間純利益 741 1,032 

法人税、住民税及び事業税 7 6 
法人税等調整額 30 △246 

法人税等合計 37 △239 

中間純利益 703 1,271 
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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 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   
当期首残高 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   
当期首残高 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   
当期首残高 － 92 
当中間期変動額   
剰余金の配当 92 89 
当中間期変動額合計 92 89 

当中間期末残高 92 181 

その他利益剰余金   
繰越利益剰余金   
当期首残高 1,710 2,143 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △555 △535 
中間純利益 703 1,271 
自己株式の処分 － △0 
土地再評価差額金の取崩 1 21 
当中間期変動額合計 149 757 

当中間期末残高 1,859 2,900 

利益剰余金合計   
当期首残高 1,710 2,235 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 703 1,271 
自己株式の処分 － △0 
土地再評価差額金の取崩 1 21 
当中間期変動額合計 241 846 

当中間期末残高 1,952 3,082 

自己株式   
当期首残高 △69 △70 
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 △70 △71 
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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) 

株主資本合計   
当期首残高 15,487 16,011 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 703 1,271 
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 1 21 
当中間期変動額合計 240 846 

当中間期末残高 15,728 16,857 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
当期首残高 △976 △1,030 
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） △198 △69 

当中間期変動額合計 △198 △69 

当中間期末残高 △1,175 △1,099 

土地再評価差額金   
当期首残高 1,650 1,649 
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 △21 

当中間期変動額合計 △1 △21 

当中間期末残高 1,649 1,628 

評価・換算差額等合計   
当期首残高 674 618 
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） △200 △90 

当中間期変動額合計 △200 △90 

当中間期末残高 473 528 

純資産合計   
当期首残高 16,162 16,630 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △463 △446 
中間純利益 703 1,271 
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 1 21 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） △200 △90 

当中間期変動額合計 40 755 

当中間期末残高 16,202 17,386 
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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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