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1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成21年4月1日～平成21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。  

(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 ％

21年9月中間期 10,483 4.1 1,953 ― 1,036 ―
20年9月中間期 10,070 △3.7 △1,360 ― △672 ―

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

21年9月中間期 10.88 8.94
20年9月中間期 △7.07 ―

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 ％

21年9月中間期 834,513 32,839 3.9 344.21 12.11
21年3月期 827,578 26,497 3.1 277.53 11.98

（参考） 自己資本   21年9月中間期  32,771百万円 21年3月期  26,428百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50
22年3月期 

（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 19,200 2.2 2,100 ― 1,100 ― 11.55

－1－



4.  その他 
(1) 期中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) 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(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もの) 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月中間期 96,199,386株 21年3月期  96,199,386株
② 期末自己株式数 21年9月中間期  993,725株 21年3月期  973,786株
③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期 95,212,147株 20年9月中間期 94,972,199株

（個別業績の概要） 

1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成21年4月1日～平成21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。  

(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 ％

21年9月中間期 10,308 4.2 1,974 ― 1,058 ―
20年9月中間期 9,890 △3.7 △1,378 ― △683 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 11.11
20年9月中間期 △7.19

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 ％

21年9月中間期 833,960 32,586 3.9 342.26 12.15
21年3月期 827,045 26,222 3.1 275.37 12.01

（参考） 自己資本 21年9月中間期  32,586百万円 21年3月期  26,222百万円

2.  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

※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、当第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 18,800 2.1 2,100 ― 1,100 ― 11.55
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【定性的情報・財務諸表等】
１．経営成績に関する定性的情報

  当中間期におけるわが国経済は、昨年度のリーマンショックに端を発した世界的な金融・経済
危機の影響から落ち着きを取り戻し、日経平均株価もバブル崩壊後最安値を更新した3月に底入れ
し、6月には10,000円台を回復しました。またアジア向けを中心とした輸出関連産業の回復と政府
の経済政策などが功を奏し、4-6月期の実質GDPが5四半期振りにプラスに転じるなど、実体経済に
おいても持ち直しの動きが見られました。しかしながら雇用情勢の低迷や円高の進行に加え、政
権交代に伴う経済政策の大転換が与える影響も見極めづらく、不安定要素が山積する状況が続い
ております。 
  鳥取県経済を見ますと、生産活動の一部に持ち直しの動きが見られるものの水準は低く、雇用
情勢も有効求人倍率が0.4倍台で推移するなど極めて厳しい状況が続いており、個人消費は弱い
動きとなりました。県内経済は総じて低迷しております。
　そのような環境の下、当行は役職員一体となって業績の進展と内容の充実に努めました結果、
以下のような業績となりました。
　連結ベースの経常収益は、資金運用収益や役務取引等収益が減少しましたが、世界的な市場の
混乱が落ち着きを取り戻しつつあるなかで有価証券の効率的な運用に務めました結果、前年同期
比４億13百万円増加し104億83百万円となり、経常利益は前年同期比33億13百万円増加し19億53
百万円、中間純利益は17億８百万円増加し10億36百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　連結ベースの資産・負債につきましては、貸出金は、地元企業の資金需要低迷等により、前連
結会計年度末比47億８百万円減少し6,057億32百万円となりました。また有価証券は、市場環境
の回復を反映した時価の上昇を主因として、前連結会計年度末比213億57百万円増加し1,548億49
百万円となりました。預金は、個人預金の増加を主因として、前連結会計年度末比15億42百万円
増加し7,601億76百万円となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　世界的な市場混乱は落ち着きを取り戻しつつありますが、国内及び地域経済の先行きは不透明
感も強く、厳しい情勢が続くことが予想されます。
　こうした中、平成22年3月期の業績予想につきましては、連結ベースで経常収益192億円、経常
利益21億円、当期純利益11億円を見込んでおります。また、銀行単体ベースでは経常収益188億
円、経常利益21億円、当期純利益11億円を見込んでおります。
　詳細につきましては、本日別途開示する「平成22年3月期通期の業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧下さい。

４．その他
　(1) 期中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）
　　　　該当事項はありません。

　(2) 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
　　　　該当事項はありません。
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５．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 33,596 32,949 36,255

買入金銭債権 374 221 341

金銭の信託 50 － 50

有価証券 130,220 154,849 133,492

貸出金 585,407 605,732 610,440

外国為替 654 460 985

劣後受益権 11,851 11,569 11,711

その他資産 4,738 4,682 5,594

有形固定資産 10,532 10,473 10,460

無形固定資産 579 440 512

繰延税金資産 13,618 12,385 15,768

支払承諾見返 8,949 7,598 8,215

貸倒引当金 △7,732 △6,787 △6,177

投資損失引当金 △83 △63 △71

資産の部合計 792,757 834,513 827,578

負債の部    

預金 717,245 760,176 758,634

コールマネー及び売渡手形 8,344 5,064 6,646

借用金 3,158 3,139 3,137

外国為替 10 3 0

社債 10,000 10,000 10,000

新株予約権付社債 6,988 6,888 6,888

その他負債 4,760 5,673 4,417

賞与引当金 545 436 433

退職給付引当金 1,724 1,715 1,719

役員退職慰労引当金 6 － －

偶発損失引当金 66 95 83

睡眠預金払戻損失引当金 25 18 36

販売促進引当金 13 10 14

再評価に係る繰延税金負債 852 852 852

支払承諾 8,949 7,598 8,215

負債の部合計 762,690 801,673 801,080

純資産の部    

資本金 9,061 9,061 9,061

資本剰余金 6,452 6,452 6,452

利益剰余金 22,373 22,868 22,070

自己株式 △479 △376 △371

株主資本合計 37,407 38,006 37,212

その他有価証券評価差額金 △8,232 △6,062 △11,611

繰延ヘッジ損益 △1 △0 △0

土地再評価差額金 827 827 827

評価・換算差額等合計 △7,406 △5,235 △10,784

少数株主持分 65 68 69

純資産の部合計 30,066 32,839 26,497

負債及び純資産の部合計 792,757 834,513 827,578
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

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

前連結会計年度の要約 
連結損益計算書 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

経常収益 10,070 10,483 18,771

資金運用収益 8,091 7,325 15,429

（うち貸出金利息） 6,597 6,253 13,073

（うち有価証券利息配当金） 1,308 881 2,030

役務取引等収益 1,447 1,187 2,566

その他業務収益 102 922 272

その他経常収益 428 1,046 502

経常費用 11,431 8,529 20,986

資金調達費用 1,563 1,316 2,933

（うち預金利息） 1,165 1,026 2,190

役務取引等費用 727 707 1,475

その他業務費用 2,667 257 3,961

営業経費 5,568 5,405 10,751

その他経常費用 902 843 1,864

経常利益又は経常損失（△） △1,360 1,953 △2,215

特別利益 225 15 1,076

貸倒引当金戻入益 － － 834

償却債権取立益 225 3 242

その他の特別利益 － 12 －

特別損失 20 207 36

固定資産処分損 12 10 28

その他の特別損失 7 196 8

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

△1,155 1,761 △1,174

法人税、住民税及び事業税 603 1,108 488

法人税等調整額 △1,086 △382 △944

法人税等合計 △482 725 △456

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 △0 2

中間純利益又は中間純損失（△） △672 1,036 △721
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結株主資本等変動計算

書 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

株主資本    

資本金    

前期末残高 9,061 9,061 9,061

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 9,061 9,061 9,061

資本剰余金    

前期末残高 6,452 6,452 6,452

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 6,452 6,452 6,452

利益剰余金    

前期末残高 23,281 22,070 23,281

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △672 1,036 △721

自己株式の処分 △0 △0 △16

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

当中間期変動額合計 △908 798 △1,211

当中間期末残高 22,373 22,868 22,070

自己株式    

前期末残高 △470 △371 △470

当中間期変動額    

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 117

当中間期変動額合計 △8 △5 98

当中間期末残高 △479 △376 △371

株主資本合計    

前期末残高 38,325 37,212 38,325

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △672 1,036 △721

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 101

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

当中間期変動額合計 △917 793 △1,112

当中間期末残高 37,407 38,006 37,212
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結株主資本等変動計算

書 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31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 △6,331 △11,611 △6,331

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） △1,900 5,549 △5,279

当中間期変動額合計 △1,900 5,549 △5,279

当中間期末残高 △8,232 △6,062 △11,611

繰延ヘッジ損益    

前期末残高 △5 △0 △5

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 0 5

当中間期変動額合計 3 0 5

当中間期末残高 △1 △0 △0

土地再評価差額金    

前期末残高 827 827 827

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） △0 － △0

当中間期変動額合計 △0 － △0

当中間期末残高 827 827 827

評価・換算差額等合計    

前期末残高 △5,509 △10,784 △5,509

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） △1,897 5,549 △5,275

当中間期変動額合計 △1,897 5,549 △5,275

当中間期末残高 △7,406 △5,235 △10,784

少数株主持分    

前期末残高 66 69 66

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 △0 2

当中間期変動額合計 △1 △0 2

当中間期末残高 65 68 69

純資産合計    

前期末残高 32,882 26,497 32,882

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △672 1,036 △721

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 101

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,898 5,548 △5,272

当中間期変動額合計 △2,816 6,342 △6,385

当中間期末残高 30,066 32,839 26,497
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

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

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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
（△）

△1,155 1,761 △1,174

減価償却費 271 271 564

貸倒引当金の増減（△） 326 609 △1,228

持分法による投資損益（△は益） △8 △9 △10

投資損失引当金の増減額（△は減少） 6 △8 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 2 △103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △3 △48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △442 － △449

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △5 △17 5

偶発損失引当金の増減（△） 47 11 65

資金運用収益 △8,091 △7,325 △15,429

資金調達費用 1,563 1,316 2,933

有価証券関係損益（△） 2,038 △863 3,809

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △0 0 △0

為替差損益（△は益） △0 1 1

固定資産処分損益（△は益） 12 10 28

貸出金の純増（△）減 13,645 4,707 △11,387

預金の純増減（△） △18,863 1,541 22,526

コールローン等の純増（△）減 113 119 146

コールマネー等の純増減（△） 274 △1,579 △1,443

外国為替（資産）の純増（△）減 205 524 △125

外国為替（負債）の純増減（△） 7 2 △1

資金運用による収入 8,082 7,108 15,553

資金調達による支出 △1,438 △1,058 △2,591

その他 491 1,191 △329

小計 △2,953 8,316 11,304

法人税等の支払額 △1,321 △30 △1,789

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,274 8,285 9,514

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 △29,650 △51,692 △64,329

有価証券の売却による収入 17,599 34,454 36,007

有価証券の償還による収入 18,231 6,068 23,789

金銭の信託の減少による収入 － 49 －

有形固定資産の取得による支出 △151 △198 △282

有形固定資産の売却による収入 4 － 3

その他資産の取得による支出 △129 △30 △166

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,904 △11,348 △4,977

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 △9 △5 △18

自己株式の売却による収入 0 0 1

配当金の支払額 △237 △237 △475

財務活動によるキャッシュ・フロー △246 △242 △492

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,384 △3,305 4,043

現金及び現金同等物の期首残高 32,212 36,255 32,212

現金及び現金同等物の中間期末残高 33,596 32,949 36,255
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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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６．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

現金預け金 33,595 32,949 36,254

買入金銭債権 374 221 341

金銭の信託 50 － 50

有価証券 130,181 154,799 133,452

貸出金 585,631 605,838 610,526

外国為替 654 460 985

その他資産 15,761 15,517 16,611

有形固定資産 10,532 10,472 10,459

無形固定資産 574 437 508

繰延税金資産 13,582 12,345 15,728

支払承諾見返 8,949 7,598 8,215

貸倒引当金 △7,587 △6,617 △6,017

投資損失引当金 △83 △63 △71

資産の部合計 792,217 833,960 827,045

負債の部    

預金 717,309 760,190 758,675

コールマネー 8,344 5,064 6,646

借用金 3,158 3,139 3,137

外国為替 10 3 0

社債 10,000 10,000 10,000

新株予約権付社債 6,988 6,888 6,888

その他負債 4,476 5,389 4,153

未払法人税等 622 1,125 34

リース債務 42 181 74

その他の負債 3,811 4,082 4,044

賞与引当金 531 424 420

退職給付引当金 1,718 1,708 1,712

偶発損失引当金 66 95 83

睡眠預金払戻損失引当金 25 18 36

再評価に係る繰延税金負債 852 852 852

支払承諾 8,949 7,598 8,215

負債の部合計 762,430 801,373 800,822

純資産の部    

資本金 9,061 9,061 9,061

資本剰余金 6,452 6,452 6,452

資本準備金 6,452 6,452 6,452

利益剰余金 22,160 22,685 21,865

利益準備金 2,580 2,628 2,628

その他利益剰余金 19,579 20,057 19,236

別途積立金 19,965 18,645 19,965

繰越利益剰余金 △385 1,411 △728

自己株式 △478 △376 △370

株主資本合計 37,196 37,823 37,008

その他有価証券評価差額金 △8,234 △6,063 △11,612

繰延ヘッジ損益 △1 △0 △0

土地再評価差額金 827 827 827

評価・換算差額等合計 △7,408 △5,236 △10,785

純資産の部合計 29,787 32,586 26,222

負債及び純資産の部合計 792,217 833,960 827,045
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

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

前事業年度の要約 
損益計算書 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

経常収益 9,890 10,308 18,411

資金運用収益 8,021 7,258 15,277

（うち貸出金利息） 6,526 6,186 12,921

（うち有価証券利息配当金） 1,308 882 2,031

役務取引等収益 1,345 1,090 2,372

その他業務収益 102 922 272

その他経常収益 420 1,036 489

経常費用 11,269 8,333 20,653

資金調達費用 1,563 1,316 2,933

（うち預金利息） 1,165 1,026 2,191

役務取引等費用 657 632 1,337

その他業務費用 2,667 257 3,961

営業経費 5,505 5,317 10,607

その他経常費用 874 810 1,813

経常利益又は経常損失（△） △1,378 1,974 △2,241

特別利益 225 15 1,087

特別損失 20 207 35

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △1,173 1,782 △1,190

法人税、住民税及び事業税 599 1,108 478

法人税等調整額 △1,089 △383 △943

法人税等合計 △490 724 △464

中間純利益又は中間純損失（△） △683 1,058 △725
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の 
株主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

株主資本    

資本金    

前期末残高 9,061 9,061 9,061

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 9,061 9,061 9,061

資本剰余金    

資本準備金    

前期末残高 6,452 6,452 6,452

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 6,452 6,452 6,452

資本剰余金合計    

前期末残高 6,452 6,452 6,452

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 6,452 6,452 6,452

利益剰余金    

利益準備金    

前期末残高 2,533 2,628 2,533

当中間期変動額    

剰余金の配当 47 － 94

当中間期変動額合計 47 － 94

当中間期末残高 2,580 2,628 2,628

その他利益剰余金    

別途積立金    

前期末残高 19,015 19,965 19,015

当中間期変動額    

剰余金の配当 950 △1,320 950

当中間期変動額合計 950 △1,320 950

当中間期末残高 19,965 18,645 19,965

繰越利益剰余金    

前期末残高 1,532 △728 1,532

当中間期変動額    

剰余金の配当 △1,234 1,082 △1,519

中間純利益又は中間純損失（△） △683 1,058 △725

自己株式の処分 △0 △0 △16

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

当中間期変動額合計 △1,917 2,140 △2,260

当中間期末残高 △385 1,411 △728

利益剰余金合計    

前期末残高 23,080 21,865 23,080

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △683 1,058 △725

自己株式の処分 △0 △0 △16

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

当中間期変動額合計 △919 820 △1,215

当中間期末残高 22,160 22,685 21,865
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の 
株主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

自己株式    

前期末残高 △469 △370 △469

当中間期変動額    

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 117

当中間期変動額合計 △8 △5 98

当中間期末残高 △478 △376 △370

株主資本合計    

前期末残高 38,124 37,008 38,124

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △683 1,058 △725

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 101

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

当中間期変動額合計 △928 815 △1,116

当中間期末残高 37,196 37,823 37,008

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金    

前期末残高 △6,334 △11,612 △6,334

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） △1,899 5,548 △5,277

当中間期変動額合計 △1,899 5,548 △5,277

当中間期末残高 △8,234 △6,063 △11,612

繰延ヘッジ損益    

前期末残高 △5 △0 △5

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 0 5

当中間期変動額合計 3 0 5

当中間期末残高 △1 △0 △0

土地再評価差額金    

前期末残高 827 827 827

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） △0 － △0

当中間期変動額合計 △0 － △0

当中間期末残高 827 827 827

評価・換算差額等合計    

前期末残高 △5,511 △10,785 △5,511

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） △1,897 5,548 △5,273

当中間期変動額合計 △1,897 5,548 △5,273

当中間期末残高 △7,408 △5,236 △10,785

純資産合計    

前期末残高 32,613 26,222 32,613

当中間期変動額    

剰余金の配当 △237 △237 △474

中間純利益又は中間純損失（△） △683 1,058 △725

自己株式の取得 △9 △5 △18

自己株式の処分 0 0 101

土地再評価差額金の取崩 0 － 0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,897 5,548 △5,273

当中間期変動額合計 △2,825 6,363 △6,390

当中間期末残高 29,787 32,586 26,222
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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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