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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） 

 

(2) 連結財政状態 

（参考） 連結自己資本比率（国際統一基準） 25年3月期中間期 14.33％ 24年3月期 14.61％ 
（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（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。なお、平成25年3月期中間期の比率は速報値であります。ま
た、平成25年3月期中間期から信用リスクアセットの算出において基礎的内部格付手法を採用しております。 

(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 ％

25年3月期中間期 59,215 △2.7 15,229 △16.4 8,309 △19.7

24年3月期中間期 60,920 △7.9 18,230 △15.4 10,354 △13.5

（注）包括利益 25年3月期中間期 △23,314百万円 （―％） 24年3月期中間期 △54,418百万円 （―％）

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 21.98 20.54
24年3月期中間期 27.40 25.61

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 ％ ％

25年3月期中間期 7,420,405 403,791 5.2 13.18
24年3月期 7,359,323 428,960 5.6 13.25

（参考） 自己資本   25年3月期中間期  393,276百万円 24年3月期  419,330百万円

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）平成24年3月期 第2四半期末配当金の内訳 創立70周年記念配当金 1円00銭 

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 ― 6.00 ― 5.00 11.00

25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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 24,200 △14.3 14,100 △9.3 37.31



(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）当中間期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「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） 

※  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   ：  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 379,203,441 株 24年3月期 379,203,441 株

② 期末自己株式数 25年3月期中間期 1,295,549 株 24年3月期 1,347,077 株

③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 377,881,766 株 24年3月期中間期 377,871,817 株

（個別業績の概要） 

1.  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 

（参考） 単体自己資本比率（国際統一基準） 25年3月期中間期 13.86％ 24年3月期 14.26％ 
（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。 
（注）「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。なお、平成25年3月期中間期の比率は速報値であります。ま
た、平成25年3月期中間期から信用リスクアセットの算出において基礎的内部格付手法を採用しております。 

(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 ％

25年3月期中間期 55,383 △2.9 13,612 △18.0 8,233 △20.0

24年3月期中間期 57,076 △8.0 16,607 △18.6 10,293 △13.6

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 21.78
24年3月期中間期 27.23

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 ％ ％

25年3月期中間期 7,407,772 391,391 5.2 12.69
24年3月期 7,347,093 417,517 5.6 12.89

（参考） 自己資本 25年3月期中間期  391,064百万円 24年3月期  417,191百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（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）

※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 
・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。 
・上記の予想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
ております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、添付資料
のP.2をご覧ください。 
・当行は、平成24年12月７日に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。当日使用する決算説明資料については、開催後速やか
に当行ホームページに掲載する予定です。 

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 21,800 △14.8 14,000 △9.2 37.04
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当中間期のわが国経済は、東日本大震災の影響が依然として残り、欧州政府債務危機や原油価格高騰

などのリスク要因を抱えながらも、緩やかな持ち直しから確かな回復を探る動きの中でスタートいたし

ました。しかしながら、欧州政府債務危機を巡る不確実性が増し夏場から世界経済の減速感が徐々に広

がるとともに、輸出の落ち込みが生産に影響を及ぼしはじめるなど、回復の動きに足踏みが目立つ厳し

い展開となりました。 

期の後半には、復興需要が続く一方で、新興国を含めた世界経済のさらなる下振れ懸念に、中国との

緊張関係が高まり、全体としては弱めの動きが目立つなど、先行き不透明感を抱えたまま期を終えるこ

ととなりました。 

このような環境の中、当行グループは経営の効率化と業績の向上に努めました結果、当中間連結会計

期間の業績は次のとおりとなりました。 

  

経常収益につきましては、役務取引等収益及びその他業務収益は増加しましたが、有価証券利息配当

金の減少を中心とする資金運用収益の減少等により、前年同期比17億５百万円減少し、592億15百万円

となりました。 

 また、経常費用につきましては、預金利息を中心に資金調達費用は減少しましたが、株式等償却の増

加等によるその他経常費用の増加により、前年同期比12億95百万円増加し、439億85百万円となりまし

た。 

 以上により、当中間期の経常利益は、前年同期比30億円減少し、152億29百万円となり、中間純利益

は、前年同期比20億45百万円減少し、83億９百万円となりました。 

  

預金・譲渡性預金につきましては、個人預金及び法人預金が堅調に増加しましたことから前連結会計

年度末比815億円増加し、６兆7,344億円となりました。 

次に、貸出金につきましては、住宅ローンを中心に個人向け貸出は堅調な増加が続きましたのに加

え、企業向け貸出も積極的な対応で安定した増加基調を確保しましたことから、前連結会計年度末比

219億円増加し、４兆817億円となりました。 

さらに、有価証券につきましては、市場動向を十分注視しながら効率的な運用を行いました結果、前

連結会計年度末比37億円増加し、２兆8,752億円となりました。また、このうち時価会計に伴う評価差

額（含み益）は、株式相場の急落などから、前連結会計年度末比497億円の減少を余儀なくされました

が、当中間期末現在でなお1,060億円を確保しております。 

なお、総資産につきましては前連結会計年度末比610億円増加し、７兆4,204億円となりました。ま

た、株主資本につきましては、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比65億円増加し、3,262億

円となりました。 

  

金利環境などが引き続き厳しいなか、預貸金拡大による営業基盤の強化や預り資産販売の増強を図

り、経常利益は242億円（前回予想237億円）を、当期純利益については前回予想と同じ141億円を見込

んでおります。 

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定性的情報

（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
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該当事項はありません。 

  

（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） 

当行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。 

 なお、これ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。 

   

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当中間期における重要な子会社の異動

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 238,438 236,388

コールローン及び買入手形 84,466 108,541

買現先勘定 2,098 1,948

買入金銭債権 10,051 8,917

商品有価証券 5,284 4,850

金銭の信託 1,937 1,936

有価証券 2,871,415 2,875,200

貸出金 4,059,891 4,081,798

外国為替 3,621 2,242

リース債権及びリース投資資産 7,385 7,317

その他資産 21,456 36,128

有形固定資産 78,741 78,926

無形固定資産 2,338 2,039

繰延税金資産 2,792 2,596

支払承諾見返 13,626 15,009

貸倒引当金 △44,223 △43,436

資産の部合計 7,359,323 7,420,405

負債の部   

預金 5,860,014 6,027,968

譲渡性預金 792,907 706,518

コールマネー及び売渡手形 13,269 11,970

売現先勘定 2,098 1,948

債券貸借取引受入担保金 30,266 25,436

借用金 76,690 69,645

外国為替 166 205

社債 15,000 15,000

新株予約権付社債 29,953 29,953

その他負債 43,458 78,154

退職給付引当金 23,860 24,285

睡眠預金払戻損失引当金 283 283

偶発損失引当金 998 959

繰延税金負債 27,458 8,993

再評価に係る繰延税金負債 311 281

支払承諾 13,626 15,009

負債の部合計 6,930,362 7,016,614
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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 42,103 42,103

資本剰余金 30,301 30,301

利益剰余金 248,600 255,063

自己株式 △1,240 △1,190

株主資本合計 319,765 326,278

その他有価証券評価差額金 100,666 68,673

繰延ヘッジ損益 △1,664 △2,183

土地再評価差額金 562 508

その他の包括利益累計額合計 99,565 66,998

新株予約権 326 327

少数株主持分 9,303 10,187

純資産の部合計 428,960 403,791

負債及び純資産の部合計 7,359,323 7,420,405
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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 60,920 59,215

資金運用収益 45,345 41,410

（うち貸出金利息） 30,178 28,802

（うち有価証券利息配当金） 14,560 12,220

役務取引等収益 8,371 8,470

その他業務収益 5,363 7,731

その他経常収益 1,839 1,602

経常費用 42,689 43,985

資金調達費用 5,089 4,099

（うち預金利息） 3,136 2,293

役務取引等費用 3,057 3,026

その他業務費用 2,812 2,842

営業経費 29,410 29,315

その他経常費用 2,319 4,700

経常利益 18,230 15,229

特別利益 0 213

固定資産処分益 0 213

特別損失 199 189

固定資産処分損 152 152

減損損失 47 36

税金等調整前中間純利益 18,030 15,252

法人税、住民税及び事業税 5,694 6,322

法人税等調整額 1,097 △294

法人税等合計 6,792 6,027

少数株主損益調整前中間純利益 11,238 9,225

少数株主利益 884 916

中間純利益 10,354 8,309
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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 11,238 9,225

その他の包括利益 △65,657 △32,540

その他有価証券評価差額金 △65,063 △32,020

繰延ヘッジ損益 △593 △519

中間包括利益 △54,418 △23,314

親会社株主に係る中間包括利益 △55,292 △24,204

少数株主に係る中間包括利益 873 889
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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 42,103 42,103

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 42,103 42,103

資本剰余金   

当期首残高 30,301 30,301

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,301 30,301

利益剰余金   

当期首残高 237,267 248,600

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

中間純利益 10,354 8,309

自己株式の処分 △0 △10

土地再評価差額金の取崩 △69 53

当中間期変動額合計 8,394 6,462

当中間期末残高 245,661 255,063

自己株式   

当期首残高 △1,225 △1,240

当中間期変動額   

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 2 56

当中間期変動額合計 △9 50

当中間期末残高 △1,235 △1,190

株主資本合計   

当期首残高 308,446 319,765

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

中間純利益 10,354 8,309

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 1 46

土地再評価差額金の取崩 △69 53

当中間期変動額合計 8,385 6,513

当中間期末残高 316,832 326,278
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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 131,540 100,666

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）

△65,053 △31,993

当中間期変動額合計 △65,053 △31,993

当中間期末残高 66,487 68,673

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △935 △1,664

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）

△593 △519

当中間期変動額合計 △593 △519

当中間期末残高 △1,529 △2,183

土地再評価差額金   

当期首残高 448 562

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）

69 △53

当中間期変動額合計 69 △53

当中間期末残高 518 508

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 131,053 99,565

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）

△65,576 △32,566

当中間期変動額合計 △65,576 △32,566

当中間期末残高 65,477 66,998

新株予約権   

当期首残高 227 326

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）

48 1

当中間期変動額合計 48 1

当中間期末残高 275 327

少数株主持分   

当期首残高 8,078 9,303

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）

867 883

当中間期変動額合計 867 883

当中間期末残高 8,946 10,187
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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 447,806 428,960

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

中間純利益 10,354 8,309

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 1 46

土地再評価差額金の取崩 △69 53

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△64,660 △31,682

当中間期変動額合計 △56,275 △25,169

当中間期末残高 391,531 403,791
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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   

現金預け金 238,261 236,240

コールローン 84,466 108,541

買現先勘定 2,098 1,948

買入金銭債権 5,141 4,064

商品有価証券 5,284 4,850

金銭の信託 1,937 1,936

有価証券 2,866,325 2,870,202

貸出金 4,065,883 4,087,655

外国為替 3,621 2,242

その他資産 18,074 32,577

その他の資産 18,074 32,577

有形固定資産 78,037 78,096

無形固定資産 2,162 1,892

支払承諾見返 13,626 15,009

貸倒引当金 △37,828 △37,487

資産の部合計 7,347,093 7,407,772

負債の部   

預金 5,870,200 6,037,528

譲渡性預金 797,507 711,668

コールマネー 13,269 11,970

売現先勘定 2,098 1,948

債券貸借取引受入担保金 30,266 25,436

借用金 75,290 68,505

外国為替 166 205

社債 15,000 15,000

新株予約権付社債 29,953 29,953

その他負債 29,380 64,445

未払法人税等 20 5,887

リース債務 236 242

資産除去債務 230 232

その他の負債 28,892 58,083

退職給付引当金 23,781 24,205

睡眠預金払戻損失引当金 283 283

偶発損失引当金 998 959

繰延税金負債 27,442 8,978

再評価に係る繰延税金負債 311 281

支払承諾 13,626 15,009

負債の部合計 6,929,575 7,016,380

㈱京都銀行（8369）　平成25年3月期　第2四半期（中間期）決算短信

－11－



(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) 

純資産の部   

資本金 42,103 42,103

資本剰余金 30,301 30,301

資本準備金 30,301 30,301

利益剰余金 246,466 252,853

利益準備金 17,456 17,456

その他利益剰余金 229,010 235,397

別途積立金 211,375 222,875

繰越利益剰余金 17,635 12,522

自己株式 △1,240 △1,190

株主資本合計 317,631 324,068

その他有価証券評価差額金 100,661 68,670

繰延ヘッジ損益 △1,664 △2,183

土地再評価差額金 562 508

評価・換算差額等合計 99,559 66,995

新株予約権 326 327

純資産の部合計 417,517 391,391

負債及び純資産の部合計 7,347,093 7,407,772
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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) 

経常収益 57,076 55,383

資金運用収益 45,227 41,309

（うち貸出金利息） 30,091 28,727

（うち有価証券利息配当金） 14,530 12,194

役務取引等収益 6,714 6,858

その他業務収益 3,279 5,606

その他経常収益 1,855 1,608

経常費用 40,469 41,771

資金調達費用 5,077 4,087

（うち預金利息） 3,138 2,294

役務取引等費用 3,389 3,340

その他業務費用 974 939

営業経費 28,629 28,558

その他経常費用 2,398 4,844

経常利益 16,607 13,612

特別利益 － 213

特別損失 198 189

税引前中間純利益 16,409 13,635

法人税、住民税及び事業税 5,178 5,908

法人税等調整額 937 △506

法人税等合計 6,115 5,401

中間純利益 10,293 8,233
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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 42,103 42,103

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 42,103 42,103

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 30,301 30,301

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,301 30,301

資本剰余金合計   

当期首残高 30,301 30,301

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,301 30,301

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 17,456 17,456

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 17,456 17,456

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 197,375 211,375

当中間期変動額   

別途積立金の積立 14,000 11,500

当中間期変動額合計 14,000 11,500

当中間期末残高 211,375 222,875

繰越利益剰余金   

当期首残高 20,439 17,635

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

別途積立金の積立 △14,000 △11,500

中間純利益 10,293 8,233

自己株式の処分 △0 △10

土地再評価差額金の取崩 △69 53

当中間期変動額合計 △5,666 △5,112

当中間期末残高 14,772 12,522
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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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 235,270 246,466

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

別途積立金の積立 － －

中間純利益 10,293 8,233

自己株式の処分 △0 △10

土地再評価差額金の取崩 △69 53

当中間期変動額合計 8,333 6,387

当中間期末残高 243,604 252,853

自己株式   

当期首残高 △1,225 △1,240

当中間期変動額   

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 2 56

当中間期変動額合計 △9 50

当中間期末残高 △1,235 △1,190

株主資本合計   

当期首残高 306,450 317,631

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

中間純利益 10,293 8,233

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 1 46

土地再評価差額金の取崩 △69 53

当中間期変動額合計 8,324 6,437

当中間期末残高 314,774 324,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 131,535 100,661

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）

△65,052 △31,991

当中間期変動額合計 △65,052 △31,991

当中間期末残高 66,483 68,670

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △935 △1,664

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）

△593 △519

当中間期変動額合計 △593 △519

当中間期末残高 △1,529 △2,183
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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) 

土地再評価差額金   

当期首残高 448 562

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）

69 △53

当中間期変動額合計 69 △53

当中間期末残高 518 508

評価・換算差額等合計   

当期首残高 131,048 99,559

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）

△65,575 △32,564

当中間期変動額合計 △65,575 △32,564

当中間期末残高 65,473 66,995

新株予約権   

当期首残高 227 326

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）

48 1

当中間期変動額合計 48 1

当中間期末残高 275 327

純資産合計   

当期首残高 437,726 417,517

当中間期変動額   

剰余金の配当 △1,889 △1,889

中間純利益 10,293 8,233

自己株式の取得 △11 △6

自己株式の処分 1 46

土地再評価差額金の取崩 △69 53

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△65,527 △32,563

当中間期変動額合計 △57,203 △26,125

当中間期末残高 380,523 391,391
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