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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） 

潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し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。 

（注）「連結自己資本比率（第一基準）」は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照ら
   しそれらの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20号）」に基づき算出しております。 
   なお、25年3月期中間期については速報値であります。 

(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 559,989 △10.2 104,842 △32.5 60,721 △52.6
24年3月期中間期 623,302 247.8 155,296 209.9 128,109 299.4

（注）包括利益 25年3月期中間期 16,902百万円 （△82.0％） 24年3月期中間期 93,946百万円 （―％）

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

25年3月期中間期 14.06 ―
24年3月期中間期 30.29 ―

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

（第一基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

25年3月期中間期 34,745,696 2,295,997 5.2 409.76 16.36
24年3月期 34,376,309 2,337,031 5.3 413.11 16.68
（参考） 自己資本  25年3月期中間期  1,812,923百万円 24年3月期  1,826,844百万円

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  
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.50 8.50
25年3月期 ― 4.25
25年3月期（予想） ― 4.25 8.50

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  ：  有   

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 ％ 円 銭

通期 215,000 △21.0 120,000 △27.1 27.78



(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）  ：  有  

（詳細は、【添付資料】P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。） 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当中間連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当し 
   ております。詳細は、【添付資料】P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 2 社 （社名）
中央三井信託銀行株式会社、MTH P
referred Capital 1 (Cayman) Limited

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 4,153,486,408 株 24年3月期 4,153,486,408 株
② 期末自己株式数 25年3月期中間期 788,036 株 24年3月期 763,613 株
③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 4,152,715,081 株 24年3月期中間期 4,152,838,119 株

（個別業績の概要） 

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）「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 ％

25年3月期中間期 41,153 118.3 35,449 173.5 35,143 200.7 35,141 200.7
24年3月期中間期 18,851 △8.1 12,963 △14.9 11,688 △12.2 11,685 △10.3

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 7.90
24年3月期中間期 2.25

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期中間期 1,916,719 1,754,597 91.5
24年3月期 1,932,107 1,740,446 90.1
（参考） 自己資本 25年3月期中間期  1,754,583百万円 24年3月期  1,740,440百万円

※中間監査手続の実施状況に関する表示 
  この四半期（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 
・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、
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。 
・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。 
・当社は、機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明会資料と
ともに、当社ホームページに掲載する予定です。 



（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。

円　　銭 円　　銭  円　　銭 円　　銭 円　　銭

24年3月期
25年3月期

25年3月期（ 予 想 ）
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：　無

42.30－ 21.15
 － 21.15 

21.15 42.30  － 21.15  － 

第１回第七種優先株式

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
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１．当四半期決算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

（注）「実質業務純益」については、平成25年３月期第２四半期（中間期）決算説明資料をご参照ください。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間の連結総資産は、前年度末比3,693億円増加し34兆7,456億円、連
結純資産は、同410億円減少し２兆2,959億円となりました。
　主な勘定残高といたしましては、貸出金は、同5,549億円増加し21兆1,913億円、有価証券
は、同2,963億円増加し７兆920億円、また、預金は、同705億円減少し22兆73億円となりまし
た。

　平成25年３月期の連結業績予想につきましては、当中間期の業績等を踏まえ、経常利益
2,150億円（前回予想比△150億円）、当期純利益1,200億円（前回予想から変更なし）として
おります。

　当第２四半期連結累計期間の「実質業務純益（注）」は、資金関連利益の減益に加え、国債
等債券関係損益を中心にその他業務利益が減益となったことを主因として、前年同期比279億
円減益の1,477億円となりました。
　経常利益は、上記に加え、与信関係費用が43億円の取崩益となる一方で、株式等関係損益が
株価下落に伴う株式等償却を主因に335億円の費用計上となった結果、前年同期比504億円減益
の1,048億円となりました。
　以上の結果、前年度に計上した株式交換に伴う負ののれん発生益（434億円）除きの中間純
利益は、前年同期比239億円減益の607億円となりました。
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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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　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（除外２社）の詳細は以下のとおりで
あります。

（２）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）

信託銀行業

議決権の所有割合名称

100.00%
（連結子会社）
中央三井信託銀行
株式会社

100.00%

  当社及び国内連結子会社は、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。
　この変更による、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に与える影響は軽微
であります。

住所

東京都港区

資本金

399,697百万円

主要な事業の内容

MTH Preferred
Capital 1
(Cayman) Limited

英国領西インド諸
島グランドケイマ
ン島ジョージタウ
ン市

29,200百万円 金融業
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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 2,597,784 1,663,600 
コールローン及び買入手形 283,000 465,962 
買現先勘定 55,275 91,734 
債券貸借取引支払保証金 18,616 195,466 
買入金銭債権 500,942 475,737 
特定取引資産 601,138 700,620 
金銭の信託 19,296 19,269 
有価証券 6,795,726 7,092,034 
貸出金 20,636,457 21,191,375 
外国為替 9,440 7,633 
リース債権及びリース投資資産 549,689 543,346 
その他資産 1,200,118 1,169,744 
有形固定資産 244,904 242,102 
無形固定資産 205,167 201,984 
繰延税金資産 191,588 190,902 
支払承諾見返 619,967 632,266 
貸倒引当金 △152,805 △138,086 
資産の部合計 34,376,309 34,745,696 

負債の部   
預金 22,077,837 22,007,312 
譲渡性預金 3,252,845 3,575,357 
コールマネー及び売渡手形 125,173 138,162 
売現先勘定 211,531 396,470 
債券貸借取引受入担保金 227,956 212,878 
特定取引負債 179,120 200,646 
借用金 1,122,265 1,056,193 
外国為替 71 48 
短期社債 377,859 460,682 
社債 942,677 889,259 
信託勘定借 2,107,227 2,062,453 
その他負債 731,309 760,361 
賞与引当金 13,165 12,755 
役員賞与引当金 190 105 
退職給付引当金 15,314 15,834 
睡眠預金払戻損失引当金 6,932 7,801 
偶発損失引当金 12,490 9,319 
移転関連費用引当金 8,895 5,329 
繰延税金負債 1,972 2,279 
再評価に係る繰延税金負債 4,472 4,180 
支払承諾 619,967 632,266 

負債の部合計 32,039,277 32,449,698 
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(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) 

純資産の部   
資本金 261,608 261,608 
資本剰余金 859,499 859,500 
利益剰余金 696,824 737,100 
自己株式 △120 △126 
株主資本合計 1,817,812 1,858,083 

その他有価証券評価差額金 32,442 △12,248 
繰延ヘッジ損益 △5,546 △13,384 
土地再評価差額金 △4,955 △5,512 
為替換算調整勘定 △12,907 △14,014 

その他の包括利益累計額合計 9,032 △45,159 

新株予約権 6 13 
少数株主持分 510,181 483,061 

純資産の部合計 2,337,031 2,295,997 

負債及び純資産の部合計 34,376,309 34,745,696 
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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 623,302 559,989 
信託報酬 50,040 46,251 
資金運用収益 186,602 171,104 
（うち貸出金利息） 122,530 118,285 
（うち有価証券利息配当金） 57,438 47,254 

役務取引等収益 128,822 132,136 
特定取引収益 3,276 4,655 
その他業務収益 242,451 178,407 
その他経常収益 12,109 27,433 

経常費用 468,005 455,146 
資金調達費用 59,679 56,997 
（うち預金利息） 37,193 34,569 

役務取引等費用 31,370 34,417 
特定取引費用 208 270 
その他業務費用 159,039 117,674 
営業経費 190,390 190,436 
その他経常費用 27,315 55,350 

経常利益 155,296 104,842 

特別利益 46,340 5,391 
固定資産処分益 279 3,006 
負ののれん発生益 46,061 2,385 

特別損失 7,213 12,479 
固定資産処分損 289 1,996 
減損損失 4,131 3,509 
その他の特別損失 2,792 6,973 

税金等調整前中間純利益 194,423 97,754 

法人税、住民税及び事業税 20,389 5,657 
法人税等調整額 35,011 21,334 
法人税等合計 55,400 26,991 

少数株主損益調整前中間純利益 139,022 70,762 

少数株主利益 10,913 10,041 

中間純利益 128,109 60,721 
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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 139,022 70,762 
その他の包括利益 △45,075 △53,860 
その他有価証券評価差額金 △26,303 △44,461 
繰延ヘッジ損益 △14,119 △5,241 
土地再評価差額金 － △9 
為替換算調整勘定 △1,635 △625 
持分法適用会社に対する持分相当額 △3,016 △3,521 

中間包括利益 93,946 16,902 

親会社株主に係る中間包括利益 83,388 7,076 
少数株主に係る中間包括利益 10,557 9,825 
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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 342,037 261,608 
当中間期変動額   
株式交換による増加 △80,428 － 

当中間期変動額合計 △80,428 － 

当中間期末残高 261,608 261,608 

資本剰余金   
当期首残高 297,051 859,499 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △6,632 － 
株式交換による増加 569,542 － 
自己株式の処分 18 0 
自己株式の消却 △482 － 

当中間期変動額合計 562,446 0 

当中間期末残高 859,497 859,500 

利益剰余金   
当期首残高 565,908 696,824 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △15,701 △20,992 
中間純利益 128,109 60,721 
土地再評価差額金の取崩 846 547 
当中間期変動額合計 113,254 40,276 

当中間期末残高 679,162 737,100 

自己株式   
当期首残高 △482 △120 
当中間期変動額   
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 15 1 
自己株式の消却 482 － 

当中間期変動額合計 371 △6 

当中間期末残高 △111 △126 

株主資本合計   
当期首残高 1,204,514 1,817,812 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △22,333 △20,992 
中間純利益 128,109 60,721 
株式交換による増加 489,114 － 
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 34 2 
土地再評価差額金の取崩 846 547 
当中間期変動額合計 595,643 40,270 

当中間期末残高 1,800,158 1,858,083 
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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 6,064 32,442 
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） △26,155 △44,691 

当中間期変動額合計 △26,155 △44,691 

当中間期末残高 △20,090 △12,248 

繰延ヘッジ損益   
当期首残高 9,650 △5,546 
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） △16,890 △7,837 

当中間期変動額合計 △16,890 △7,837 

当中間期末残高 △7,240 △13,384 

土地再評価差額金   
当期首残高 △4,714 △4,955 
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） △846 △556 

当中間期変動額合計 △846 △556 

当中間期末残高 △5,560 △5,512 

為替換算調整勘定   
当期首残高 △12,873 △12,907 
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） △1,674 △1,107 

当中間期変動額合計 △1,674 △1,107 

当中間期末残高 △14,548 △14,014 

その他の包括利益累計額合計   
当期首残高 △1,872 9,032 
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） △45,566 △54,192 

当中間期変動額合計 △45,566 △54,192 

当中間期末残高 △47,439 △45,159 

新株予約権   
当期首残高 － 6 
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 7 

当中間期変動額合計 1 7 

当中間期末残高 1 13 

少数株主持分   
当期首残高 304,454 510,181 
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） 207,592 △27,119 

当中間期変動額合計 207,592 △27,119 

当中間期末残高 512,046 483,061 
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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 1,507,095 2,337,031 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △22,333 △20,992 
中間純利益 128,109 60,721 
株式交換による増加 489,114 － 
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 34 2 
土地再評価差額金の取崩 846 547 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） 162,026 △81,304 

当中間期変動額合計 757,670 △41,033 

当中間期末残高 2,264,766 2,295,997 
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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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（５）企業結合等に関する注記

　（共通支配下の取引等）

１．取引の概要

① 結合当事企業の名称及び当該事業の内容

１） 結合企業
名称　　　　住友信託銀行
事業の内容　信託銀行業

２） 被結合企業
名称　　　　中央三井信託銀行
事業の内容　信託銀行業
名称　　　　中央三井アセット信託銀行
事業の内容　信託銀行業

② 企業結合日

平成24年４月１日

③ 企業結合の法的形式

　④ 結合後企業の名称

三井住友信託銀行株式会社

　⑤ その他取引の概要に関する事項

２．実施した会計処理の概要

　　当社の信託銀行連結子会社である中央三井信託銀行株式会社（以下、「中央三井信託銀行」という。）、
　中央三井アセット信託銀行株式会社（以下、「中央三井アセット信託銀行」という。）及び住友信託銀行
　株式会社（以下、「住友信託銀行」という。）の３社は、平成24年４月１日を効力発生日として合併する
　旨の「合併契約書」を平成23年12月26日付で締結いたしました。
　　上記契約に基づき、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行及び住友信託銀行の３社は、平成24
　年４月１日付で合併し、会社名を三井住友信託銀行株式会社に変更しております。

　住友信託銀行を吸収合併存続会社とし、中央三井信託銀行及び中央三井アセット信託銀行を吸収
合併消滅会社とする吸収合併

　旧住友信託銀行グループと旧中央三井トラスト・グループは、平成23年４月１日に経営統合を行
い、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が誕生しました。
　今般、経営統合の目的に鑑み、統合効果を最大化するために、当社傘下の信託銀行３社が合併し
「三井住友信託銀行株式会社」として発足いたしました。

　　　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日改正)及び「企業結合会計基
　　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日改正)
　　に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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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   
流動資産   
現金及び預金 2,077 1,336 
有価証券 － 14,000 
前払費用 6 0 
未収還付法人税等 6,749 9,236 
その他 93 94 

流動資産合計 8,927 24,667 

固定資産   
有形固定資産 0 0 
無形固定資産 5 4 
投資その他の資産 1,923,175 1,892,047 
投資有価証券 652 652 
関係会社株式 1,922,168 1,891,264 
その他 354 131 

固定資産合計 1,923,180 1,892,051 

資産合計 1,932,107 1,916,719 

負債の部   
流動負債   
未払費用 1,363 1,173 
未払法人税等 18 11 
賞与引当金 218 198 
その他 199 117 

流動負債合計 1,799 1,501 

固定負債   
社債 189,700 160,500 
その他 161 120 
固定負債合計 189,861 160,620 

負債合計 191,661 162,121 

純資産の部   
株主資本   
資本金 261,608 261,608 
資本剰余金   
資本準備金 702,933 702,933 
その他資本剰余金 553,008 553,006 

資本剰余金合計 1,255,942 1,255,940 

利益剰余金   
その他利益剰余金 223,240 237,389 
繰越利益剰余金 223,240 237,389 

利益剰余金合計 223,240 237,389 

自己株式 △351 △354 
株主資本合計 1,740,440 1,754,583 

新株予約権 6 13 
純資産合計 1,740,446 1,754,597 

負債純資産合計 1,932,107 1,916,719 
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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) 

営業収益   
関係会社受取配当金 14,771 38,363 
関係会社受入手数料 4,079 2,789 

営業収益合計 18,851 41,153 

営業費用   
社債利息 3,741 3,514 
販売費及び一般管理費 2,146 2,189 

営業費用合計 5,887 5,704 

営業利益 12,963 35,449 

営業外収益 20 18 
営業外費用 1,295 323 
経常利益 11,688 35,143 

税引前中間純利益 11,688 35,143 

法人税、住民税及び事業税 3 2 

法人税等合計 3 2 

中間純利益 11,685 35,141 
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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 261,608 261,608 
当中間期変動額   
当中間期変動額合計 － － 

当中間期末残高 261,608 261,608 

資本剰余金   
資本準備金   
当期首残高 65,411 702,933 
当中間期変動額   
株式交換による増加 1,137,308 － 
資本準備金の取崩 △499,786 － 

当中間期変動額合計 637,522 － 

当中間期末残高 702,933 702,933 

その他資本剰余金   
当期首残高 53,254 553,008 
当中間期変動額   
資本準備金の取崩 499,786 － 
自己株式の処分 △28 △2 
当中間期変動額合計 499,757 △2 

当中間期末残高 553,011 553,006 

資本剰余金合計   
当期首残高 118,665 1,255,942 
当中間期変動額   
株式交換による増加 1,137,308 － 
自己株式の処分 △28 △2 

当中間期変動額合計 1,137,280 △2 

当中間期末残高 1,255,945 1,255,940 

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 221,379 223,240 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △6,632 △20,992 
中間純利益 11,685 35,141 

当中間期変動額合計 5,053 14,149 

当中間期末残高 226,432 237,389 

利益剰余金合計   
当期首残高 221,379 223,240 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △6,632 △20,992 
中間純利益 11,685 35,141 
当中間期変動額合計 5,053 14,149 

当中間期末残高 226,432 237,389 
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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 △282 △351 
当中間期変動額   
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 62 4 
当中間期変動額合計 △64 △3 

当中間期末残高 △346 △354 

株主資本合計   
当期首残高 601,370 1,740,440 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △6,632 △20,992 
中間純利益 11,685 35,141 
株式交換による増加 1,137,308 － 
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 34 2 

当中間期変動額合計 1,142,269 14,143 

当中間期末残高 1,743,640 1,754,583 

新株予約権   
当期首残高 － 6 
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 7 

当中間期変動額合計 1 7 

当中間期末残高 1 13 

純資産合計   
当期首残高 601,370 1,740,446 
当中間期変動額   
剰余金の配当 △6,632 △20,992 
中間純利益 11,685 35,141 
株式交換による増加 1,137,308 － 
自己株式の取得 △126 △7 
自己株式の処分 34 2 
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額） 1 7 

当中間期変動額合計 1,142,270 14,150 

当中間期末残高 1,743,641 1,754,597 
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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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