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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）「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（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3月27日金融庁告示第20号）」に基づき算出し 
   ております。 
（注3)24年3月期中間期の「連結自己資本比率（第一基準）」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 ％

24年3月期中間期 1,344,326 △7.2 256,467 △39.4 254,665 △25.4
23年3月期中間期 1,449,871 △2.3 423,829 308.3 341,759 289.2

（注）包括利益 24年3月期中間期 177,529百万円 （△39.6％） 23年3月期中間期 294,024百万円 （―％）

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 11.28 10.76
23年3月期中間期 19.15 17.50

総資産 純資産 自己資本比率 連結自己資本比率（第一
基準）

百万円 百万円 ％ ％

24年3月期中間期 161,286,878 6,518,929 2.8 14.92
23年3月期 160,812,006 6,623,999 2.6 15.30
（参考） 自己資本   24年3月期中間期  4,568,035百万円 23年3月期  4,329,116百万円

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2）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が異なる種類株式（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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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  ：  無  
(注2)算定上の基礎となる普通株式数は、以下により算出しております。 
  ・「中間期の期中平均株式数」と「中間期末発行済株式数(第3・4四半期の期中平均値と想定)」の平均値を採用しております。 
  ・第3四半期及び第4四半期における当社第十一回第十一種優先株式の取得請求に伴う発行済普通株式数の増加を考慮しておりません。 

当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 円 銭

通期 460,000 11.3 19.55



(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 

(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   ：  無
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 24,013,550,567 株 23年3月期 21,782,185,320 株
② 期末自己株式数 24年3月期中間期 85,754,990 株 23年3月期 5,656,647 株
③ 期中平均株式数（中間期） 24年3月期中間期 22,181,330,433 株 23年3月期中間期 17,846,169,840 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 

（参考2） 期末日における分配可能額    24年3月期中間期 1,293,907百万円   23年3月期 1,434,007百万円 
       (注)「分配可能額」は、会社法第461条第2項の規定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）

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 ％

24年3月期中間期 22,910 △29.7 12,502 △45.6 9,145 △45.4 9,050 △45.4
23年3月期中間期 32,606 66.3 22,991 130.6 16,770 450.1 16,585 436.1

1株当たり中間純利益
円 銭

24年3月期中間期 0.21
23年3月期中間期 0.92

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期中間期 6,152,970 4,754,636 77.2
23年3月期 6,035,158 4,652,883 77.0
（参考） 自己資本 24年3月期中間期  4,753,617百万円 23年3月期  4,651,097百万円

※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 
○ 本資料には、将来の業績及び計画等に関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業
績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と
大きく異なる可能性があります。 
 また、事業戦略や業績など、将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性などが含まれております。
これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、法令違反、事務・システムリスク、日本 
における経済状況の悪化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。 
 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、本資料のほか、有価証券報告書、ディスクロ
ージャー誌等の本邦開示書類や当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20-F年次報告書等の米国開示書類など、当社が公表いたしました各種資 
料のうち 新のものをご参照ください。 
 当社は、業績予想の修正等将来の見通しの変更に関する公表については、東京証券取引所の定める適時開示規則等に基づいて実施いたします。従っ 
て、 新の予想や将来の見通しを常に改定する訳ではなく、またその責任も有しません。 
 
○ 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、当第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。 



（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。

年間配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

第十一回第十一種優先株式

23年3月期

24年3月期

24年3月期（予想）

第十三回第十三種優先株式

23年3月期

24年3月期

24年3月期（予想）

20.00

円 銭 円 銭

20.00

30.00

円 銭 円 銭 円 銭

－ 10.00

－ 0.00 － 20.00

－ 15.00

－ 10.00

－ 0.00 － 30.00

30.00－ 15.00
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【XBRL に関する留意事項】 

EDINET やTDNet におけるXBRL データに含まれる勘定科目の英語名称は、当社が英文短信におい

て用いる勘定科目の英語名称とは異なる場合がございますので、ご利用にあたってはこの点にご

留意願います。 

 
※当社は、平成 23 年 11 月 21 日（月）に機関投資家・アナリスト向け会社説明会を開催する予

定です。この説明会の模様はインターネットで視聴できるほか、資料等については、個人投資家

の皆さまにもご覧いただけるよう、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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1．当中間期の連結業績等に関する定性的情報 

（詳細は、2-1 ページ「平成２４年３月期第２四半期（中間期）決算の概要」をご覧下さい。） 

 

（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経済情勢を顧みますと、米国では回復が極めて弱いものとなる一方、

欧州においては財政問題等を背景に金融システムが不安定化し、実体経済へも影響が及びつつある等、

世界経済は全体として回復が弱まってきております。 

米国経済は、住宅市場や雇用環境の低迷が続いていることから、回復が極めて弱いものとなってお

ります。先行きにつきましても住宅価格のさらなる下落や失業率の高止まり等によって下振れするリ

スクがあるほか、財政面でも債務上限に係る制約があり、景気対策を含めた今後の動向も不透明な状

況にあります。欧州では、一部地域における財政問題を背景にソブリンリスクが顕在化しており、金

融システムを不安定化させているほか、実体経済へも影響が及びつつあります。先行きにつきまして

も、欧州債務問題の抜本的かつ早期の解決は見込み難く、世界経済への影響が見極め難い状況にあり

ます。また、アジアでは、中国における内需拡大が周辺諸国の輸出・生産増をもたらしていることか

ら、減速しながらも引き続き高い成長率を維持しておりますが、欧米景気の減速の影響から成長鈍化

の兆しも見え始めております。 

日本経済につきましては、東日本大震災による落ち込みからの持ち直しが続いているものの、海外

経済の回復が弱まっていること等を受けて、そのペースは緩やかになってきております。先行きにつ

きましても、資本ストックの復元需要といった押し上げ要因がある一方で、海外経済の下振れ、電力

供給の制約、為替相場や株価の変動、デフレの長期化といった懸念もあり、景気が下押しされるリス

クが残っております。 

このような経営環境のもと、当中間連結会計期間の連結中間純利益は前中間連結会計期間に比べ

870 億円減少し、2,546 億円となりました。 

 

（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の連結総資産は、前連結会計年度末に比べ4,748億円増加し、161兆2,868億

円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ1,050億円減少し、６兆5,189億円となり、うち株主資本は

４兆6,013億円、その他の包括利益累計額は△333億円、少数株主持分は１兆9,498億円となりました。 

主要勘定につきましては、資産の部では貸出金が前連結会計年度末に比べ１兆 461 億円減少し 61

兆 7,316 億円となり、有価証券は前連結会計年度末に比べ２兆 7,724 億円増加し 47 兆 5,544 億円と

なりました。また、負債の部では預金が前連結会計年度末に比べ１兆 9,010 億円減少し 77 兆 3,328

億円となりました。 

 

 当中間連結会計期間末のバーゼルⅡ自己資本比率（第一基準）は、14.92％（速報値）となりまし

た。 

 21 年度末 22 年度末 23 年 9 月末 

バーゼルⅡ 13.46％ 15.30％ 14.92％ 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年３月期通期の連結業績は、当第２四半期の決算の状況等を踏まえ、経常利益 5,900 億円

（平成 23 年５月 13 日公表値対比△700 億円）、当期純利益 4,600 億円（同公表値対比変更なし）を

計画しております。 

株式会社みずほフィナンシャルグループ（8411）　平成24年３月期第２四半期決算短信

1‐2



２．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 9,950,913 6,163,627

コールローン及び買入手形 375,716 270,608

買現先勘定 7,467,309 7,512,195

債券貸借取引支払保証金 6,541,512 6,118,870

買入金銭債権 1,667,808 1,564,197

特定取引資産 13,500,182 15,504,498

金銭の信託 122,267 75,028

有価証券 44,782,067 47,554,498

貸出金 62,777,757 61,731,606

外国為替 977,465 1,022,902

金融派生商品 5,102,760 5,685,544

その他資産 2,754,017 3,261,898

有形固定資産 947,986 931,819

無形固定資産 442,922 491,172

繰延税金資産 488,769 450,982

支払承諾見返 3,673,339 3,667,333

貸倒引当金 △760,762 △719,893

投資損失引当金 △25 △11

資産の部合計 160,812,006 161,286,878
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（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) 

負債の部   

預金 79,233,922 77,332,871

譲渡性預金 9,650,236 11,160,993

債券 740,932 25,932

コールマネー及び売渡手形 5,095,412 5,426,361

売現先勘定 11,656,119 11,505,439

債券貸借取引受入担保金 5,488,585 8,698,140

コマーシャル・ペーパー 226,167 348,164

特定取引負債 7,652,811 9,155,347

借用金 15,969,385 12,299,213

外国為替 167,670 170,441

短期社債 585,497 570,796

社債 5,110,947 4,908,393

信託勘定借 1,045,599 997,173

金融派生商品 4,599,579 4,942,866

その他負債 3,053,136 3,333,057

賞与引当金 39,336 29,722

退職給付引当金 35,615 36,312

役員退職慰労引当金 2,239 1,993

貸出金売却損失引当金 420 686

偶発損失引当金 15,081 14,813

睡眠預金払戻損失引当金 15,229 16,089

債券払戻損失引当金 13,344 15,245

特別法上の引当金 1,382 1,212

繰延税金負債 17,599 12,719

再評価に係る繰延税金負債 98,415 96,625

支払承諾 3,673,339 3,667,333

負債の部合計 154,188,007 154,767,949

純資産の部   

資本金 2,181,375 2,254,972

資本剰余金 937,680 1,109,779

利益剰余金 1,132,351 1,249,339

自己株式 △3,196 △12,712

株主資本合計 4,248,209 4,601,378

その他有価証券評価差額金 △21,648 △152,381

繰延ヘッジ損益 68,769 87,230

土地再評価差額金 137,707 135,088

為替換算調整勘定 △103,921 △103,281

その他の包括利益累計額合計 80,906 △33,343

新株予約権 2,754 1,019

少数株主持分 2,292,128 1,949,875

純資産の部合計 6,623,999 6,518,929

負債及び純資産の部合計 160,812,006 161,286,878
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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 1,449,871 1,344,326

資金運用収益 733,453 693,324

（うち貸出金利息） 454,147 435,294

（うち有価証券利息配当金） 179,472 167,052

信託報酬 24,058 24,507

役務取引等収益 271,146 267,300

特定取引収益 177,612 87,688

その他業務収益 185,542 187,294

その他経常収益 58,058 84,210

経常費用 1,026,042 1,087,858

資金調達費用 179,908 158,175

（うち預金利息） 58,381 49,672

（うち債券利息） 3,986 339

役務取引等費用 56,171 55,968

その他業務費用 59,031 55,429

営業経費 635,198 636,777

その他経常費用 95,731 181,507

経常利益 423,829 256,467

特別利益 34,961 91,443

特別損失 7,713 4,277

税金等調整前中間純利益 451,076 343,634

法人税、住民税及び事業税 11,236 21,043

法人税等調整額 47,250 25,991

法人税等合計 58,486 47,034

少数株主損益調整前中間純利益 392,590 296,599

少数株主利益 50,831 41,933

中間純利益 341,759 254,665
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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 392,590 296,599

その他の包括利益 △98,566 △119,070

その他有価証券評価差額金 △149,161 △136,627

繰延ヘッジ損益 60,003 18,788

土地再評価差額金 △21 －

為替換算調整勘定 △9,206 △516

持分法適用会社に対する持分相当額 △180 △714

中間包括利益 294,024 177,529

親会社株主に係る中間包括利益 249,043 143,034

少数株主に係る中間包括利益 44,980 34,495
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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 1,805,565 2,181,375

当中間期変動額   

新株の発行 375,810 350

株式交換による増加 － 73,247

当中間期変動額合計 375,810 73,597

当中間期末残高 2,181,375 2,254,972

資本剰余金   

当期首残高 552,135 937,680

当中間期変動額   

新株の発行 385,544 350

株式交換による増加 － 171,575

自己株式の処分 － 173

当中間期変動額合計 385,544 172,099

当中間期末残高 937,680 1,109,779

利益剰余金   

当期首残高 854,703 1,132,351

当中間期変動額   

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 341,759 254,665

自己株式の処分 △1,314 △199

土地再評価差額金の取崩 455 2,618

当中間期変動額合計 205,934 116,987

当中間期末残高 1,060,637 1,249,339

自己株式   

当期首残高 △5,184 △3,196

当中間期変動額   

株式交換による増加 － △13,318

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 1,989 3,804

当中間期変動額合計 1,988 △9,515

当中間期末残高 △3,195 △12,712
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（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) 

株主資本合計   

当期首残高 3,207,219 4,248,209

当中間期変動額   

新株の発行 761,354 701

株式交換による増加 － 231,504

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 341,759 254,665

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 675 3,779

土地再評価差額金の取崩 455 2,618

当中間期変動額合計 969,277 353,168

当中間期末残高 4,176,496 4,601,378

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 176,931 △21,648

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）

△144,425 △130,732

当中間期変動額合計 △144,425 △130,732

当中間期末残高 32,505 △152,381

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 83,093 68,769

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）

59,478 18,461

当中間期変動額合計 59,478 18,461

当中間期末残高 142,572 87,230

土地再評価差額金   

当期首残高 138,430 137,707

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）

△477 △2,618

当中間期変動額合計 △477 △2,618

当中間期末残高 137,952 135,088

為替換算調整勘定   

当期首残高 △92,623 △103,921

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）

△7,748 640

当中間期変動額合計 △7,748 640

当中間期末残高 △100,371 △103,281

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 305,831 80,906

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）

△93,171 △114,250

当中間期変動額合計 △93,171 △114,250

当中間期末残高 212,659 △33,343
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（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) 

新株予約権   

当期首残高 2,301 2,754

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）

476 △1,735

当中間期変動額合計 476 △1,735

当中間期末残高 2,778 1,019

少数株主持分   

当期首残高 2,321,700 2,292,128

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）

△24,379 △342,253

当中間期変動額合計 △24,379 △342,253

当中間期末残高 2,297,321 1,949,875

純資産合計   

当期首残高 5,837,053 6,623,999

当中間期変動額   

新株の発行 761,354 701

株式交換による増加 － 231,504

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 341,759 254,665

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 675 3,779

土地再評価差額金の取崩 455 2,618

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△117,074 △458,238

当中間期変動額合計 852,203 △105,069

当中間期末残高 6,689,256 6,518,929
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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。 

 

 

(５)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「貸倒引当金戻入益」及び「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。 
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３．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   

流動資産   

現金及び預金 16,490 56,153

未収入金 3,540 1,471

その他 6,861 8,173

流動資産合計 26,892 65,798

固定資産   

有形固定資産 1,446 1,862

無形固定資産 3,202 2,887

投資その他の資産 6,003,616 6,082,422

関係会社株式 5,938,822 6,034,650

その他 64,793 47,772

固定資産合計 6,008,266 6,087,172

資産合計 6,035,158 6,152,970

負債の部   

流動負債   

短期借入金 741,575 738,315

短期社債 380,000 405,000

未払法人税等 94 75

賞与引当金 246 260

その他 7,468 5,668

流動負債合計 1,129,384 1,149,319

固定負債   

社債 240,000 240,000

退職給付引当金 1,757 1,890

資産除去債務 640 642

その他 10,491 6,481

固定負債合計 252,890 249,013

負債合計 1,382,274 1,398,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,181,375 2,254,972

資本剰余金   

資本準備金 1,025,651 1,194,864

資本剰余金合計 1,025,651 1,194,864

利益剰余金   

利益準備金 4,350 4,350

その他利益剰余金 1,437,204 1,305,957

繰越利益剰余金 1,437,204 1,305,957

利益剰余金合計 1,441,554 1,310,307

自己株式 △3,196 △2,928

株主資本合計 4,645,383 4,757,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,713 △3,599

評価・換算差額等合計 5,713 △3,599

新株予約権 1,786 1,019

純資産合計 4,652,883 4,754,636

負債純資産合計 6,035,158 6,152,970
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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) 

営業収益 32,606 22,910

営業費用   

販売費及び一般管理費 9,615 10,408

営業費用合計 9,615 10,408

営業利益 22,991 12,502

営業外収益 5,622 5,856

営業外費用 11,843 9,213

経常利益 16,770 9,145

特別損失 202 1

税引前中間純利益 16,567 9,144

法人税、住民税及び事業税 2 68

法人税等調整額 △20 25

法人税等合計 △17 93

中間純利益 16,585 9,050
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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 1,805,565 2,181,375

当中間期変動額   

新株の発行 375,810 73,597

当中間期変動額合計 375,810 73,597

当中間期末残高 2,181,375 2,254,972

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 649,841 1,025,651

当中間期変動額   

新株の発行 375,810 73,597

株式交換による増加 － 95,615

当中間期変動額合計 375,810 169,213

当中間期末残高 1,025,651 1,194,864

資本剰余金合計   

当期首残高 649,841 1,025,651

当中間期変動額   

新株の発行 375,810 73,597

株式交換による増加 － 95,615

当中間期変動額合計 375,810 169,213

当中間期末残高 1,025,651 1,194,864

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 4,350 4,350

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,350 4,350

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,554,974 1,437,204

当中間期変動額   

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 16,585 9,050

自己株式の処分 △1,314 △199

当中間期変動額合計 △119,695 △131,246

当中間期末残高 1,435,279 1,305,957

利益剰余金合計   

当期首残高 1,559,324 1,441,554

当中間期変動額   

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 16,585 9,050

自己株式の処分 △1,314 △199

当中間期変動額合計 △119,695 △131,246

当中間期末残高 1,439,629 1,310,307
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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) 

自己株式   

当期首残高 △5,184 △3,196

当中間期変動額   

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 1,989 271

当中間期変動額合計 1,988 268

当中間期末残高 △3,195 △2,928

株主資本合計   

当期首残高 4,009,546 4,645,383

当中間期変動額   

新株の発行 751,620 147,195

株式交換による増加 － 95,615

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 16,585 9,050

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 675 71

当中間期変動額合計 633,913 111,833

当中間期末残高 4,643,460 4,757,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △44 5,713

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 △9,313

当中間期変動額合計 △22 △9,313

当中間期末残高 △66 △3,599

新株予約権   

当期首残高 1,643 1,786

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）

142 △766

当中間期変動額合計 142 △766

当中間期末残高 1,786 1,019

純資産合計   

当期首残高 4,011,146 4,652,883

当中間期変動額   

新株の発行 751,620 147,195

株式交換による増加 － 95,615

剰余金の配当 △134,966 △140,097

中間純利益 16,585 9,050

自己株式の取得 △1 △2

自己株式の処分 675 71

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

120 △10,079

当中間期変動額合計 634,033 101,753

当中間期末残高 4,645,179 4,754,636
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テキストボックス
（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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