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1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成22年4月1日～平成22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（国際統一基準）」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 ％

23年3月期中間期 113,982 △3.8 36,595 58.9 23,321 40.1
22年3月期中間期 118,546 △10.1 23,017 88.8 16,636 117.7

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

23年3月期中間期 26.09 26.09
22年3月期中間期 18.61 ―

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
（国際統一基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 10,182,022 620,907 5.9 679.94 13.55
22年3月期 10,261,464 605,598 5.7 662.90 12.80

（参考） 自己資本   23年3月期中間期  607,679百万円 22年3月期  592,462百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00
23年3月期 ― 5.50
23年3月期 

（予想）
― 5.50 11.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 232,000 △1.0 66,000 16.0 41,500 10.4 46.67



(1) 当中間期中における重要な子会社の異動  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）当中間期における「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期中間期 895,521,087株 22年3月期  895,521,087株
② 期末自己株式数 23年3月期中間期  1,806,140株 22年3月期  1,777,991株
③ 期中平均株式数（中間期） 23年3月期中間期 893,725,032株 22年3月期中間期 893,791,863株

（個別業績の概要） 

1.  平成23年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成22年4月1日～平成22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（国際統一基準）」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 ％

23年3月期中間期 100,990 △3.4 33,668 52.7 22,606 38.0
22年3月期中間期 104,585 △11.2 22,035 98.3 16,371 122.8

1株当たり中間純利益
円 銭

23年3月期中間期 25.29
22年3月期中間期 18.31

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
（国際統一基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 10,117,826 586,560 5.7 656.27 12.83
22年3月期 10,194,020 571,782 5.6 639.76 12.14

（参考） 自己資本 23年3月期中間期  586,523百万円 22年3月期  571,782百万円

2.  平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
この第２四半期（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 
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、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 
２．業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 204,000 △1.2 63,000 17.8 40,000 10.4 44.98
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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 
当中間連結会計期間の経営成績につきましては以下のとおりとなりました。 
経常収益は、運用利回りの低下に伴う資金運用収益の減少などにより、前年同期比 45 億 64 百万円減

少し 1,139 億 82 百万円となりました。経常費用は、不良債権処理額の減少や預金利息などの資金調達費

用の減少などにより、前年同期比 181 億 43 百万円減少し 773 億 86 百万円となりました。 

これらの結果、経常利益は前年同期比 135 億 78 百万円増加し 365 億 95 百万円、中間純利益は前年同

期比 66 億 85 百万円増加し 233 億 21 百万円となりました。なお、1 株当たり中間純利益金額は 26 円 9

銭となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報  
主要勘定の動きは、次のとおりとなりました。 

預金は、個人預金が増加した一方で、公共預金が減少したことなどにより、中間期末残高は前年度末

比 420 億円減少し、8兆 7,327 億円となりました。 

貸出金は、法人・個人ともにお客さまのお借入のニーズに積極的にお応えしてまいりましたことによ

り、中間期末残高は前年度末比 800 億円増加し、7 兆 2,104 億円となりました。また、有価証券の中間

期末残高は、前年度末比 427 億円減少し、1兆 9,351 億円となりました。 

これらの結果、総資産の中間期末残高は、前年度末比 794 億円減少し、10 兆 1,820 億円となりました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 
平成 22 年 5 月 14 日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

※なお、上記の業績予想は、現在当行が入手可能な情報及び現時点での判断、評価、事実認識に基づいた仮

定を前提としております。実際の業績は、今後想定されるさまざまな要因（国内外の経済、金利・株式

市場等の状況変化）によって異なる結果となる可能性があります。 

２．その他の情報  

（１）重要な子会社の異動の概要 
該当ありません。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
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  
（持分法に関する会計基準）  

当中間連結会計期間から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号平成 20 年 3 月 10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号

平成 20 年 3 月 10 日）を適用しております。これによる影響はありません。 

（資産除去債務に関する会計基準）  
当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年

3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号

平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。これによる影響は軽微であります。 

表示方法の変更  
（中間連結損益計算書関係）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第 5 号

平成 21 年 3 月 24 日）の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中間純利益」

を表示しております。 
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3. 中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 201,620 370,500

コールローン及び買入手形 75,925 69,500

買現先勘定 49,990 －

債券貸借取引支払保証金 － 6,270

買入金銭債権 40,153 47,492

特定取引資産 326,201 310,517

金銭の信託 28,343 28,959

有価証券 1,935,101 1,977,849

貸出金 7,210,471 7,130,386

外国為替 2,039 2,811

その他資産 112,164 127,609

有形固定資産 96,327 95,328

無形固定資産 9,330 9,098

繰延税金資産 50,159 53,239

支払承諾見返 99,572 90,305

貸倒引当金 △55,379 △58,404

資産の部合計 10,182,022 10,261,464

負債の部   

預金 8,732,732 8,774,789

譲渡性預金 185,791 191,226

コールマネー及び売渡手形 60,311 41,062

売現先勘定 44,995 146,580

債券貸借取引受入担保金 54,724 110,905

特定取引負債 36,483 22,591

借用金 166,090 106,025

外国為替 279 214

社債 40,000 40,000

その他負債 103,734 94,257

役員賞与引当金 － 56

退職給付引当金 19,128 19,282

役員退職慰労引当金 207 1,180

睡眠預金払戻損失引当金 694 957

ポイント引当金 1,103 1,119

特別法上の引当金 18 27

繰延税金負債 1 38

再評価に係る繰延税金負債 15,245 15,245

支払承諾 99,572 90,305

負債の部合計 9,561,115 9,655,866
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 145,069 145,069

資本剰余金 123,380 123,383

利益剰余金 332,396 313,990

自己株式 △1,269 △1,257

株主資本合計 599,576 581,185

その他有価証券評価差額金 2,975 5,754

繰延ヘッジ損益 △2,534 △2,139

土地再評価差額金 7,662 7,662

評価・換算差額等合計 8,102 11,277

新株予約権 36 －

少数株主持分 13,191 13,135

純資産の部合計 620,907 605,598

負債及び純資産の部合計 10,182,022 10,261,464
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 118,546 113,982

資金運用収益 82,702 77,197

（うち貸出金利息） 70,720 65,882

（うち有価証券利息配当金） 11,260 10,745

信託報酬 0 0

役務取引等収益 19,570 20,288

特定取引収益 1,897 999

その他業務収益 2,344 3,912

その他経常収益 12,031 11,583

経常費用 95,529 77,386

資金調達費用 9,731 7,486

（うち預金利息） 7,115 4,631

役務取引等費用 7,385 7,592

その他業務費用 1,314 318

営業経費 43,650 43,661

その他経常費用 33,447 18,328

経常利益 23,017 36,595

特別利益 4,433 3,292

固定資産処分益 42 1

償却債権取立益 4,383 3,281

金融商品取引責任準備金取崩額 7 9

特別損失 80 608

固定資産処分損 80 211

減損損失 － 153

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 243

税金等調整前中間純利益 27,369 39,279

法人税、住民税及び事業税 6,758 10,395

法人税等調整額 3,658 5,178

法人税等合計 10,416 15,573

少数株主損益調整前中間純利益  23,706

少数株主利益 317 384

中間純利益 16,636 23,321
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 145,069 145,069

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 145,069 145,069

資本剰余金   

前期末残高 123,387 123,383

当中間期変動額   

自己株式の処分 △1 △2

当中間期変動額合計 △1 △2

当中間期末残高 123,385 123,380

利益剰余金   

前期末残高 285,233 313,990

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,636 23,321

土地再評価差額金の取崩 115 －

当中間期変動額合計 12,729 18,406

当中間期末残高 297,962 332,396

自己株式   

前期末残高 △1,219 △1,257

当中間期変動額   

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 7 10

当中間期変動額合計 △21 △12

当中間期末残高 △1,241 △1,269

株主資本合計   

前期末残高 552,469 581,185

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,636 23,321

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 5 8

土地再評価差額金の取崩 115 －

当中間期変動額合計 12,705 18,390

当中間期末残高 565,175 599,576
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △33,279 5,754

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）

37,168 △2,778

当中間期変動額合計 37,168 △2,778

当中間期末残高 3,888 2,975

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,837 △2,139

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）

△146 △395

当中間期変動額合計 △146 △395

当中間期末残高 △1,984 △2,534

土地再評価差額金   

前期末残高 7,777 7,662

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）

△115 －

当中間期変動額合計 △115 －

当中間期末残高 7,662 7,662

為替換算調整勘定   

前期末残高 △0 －

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 －

当中間期変動額合計 0 －

当中間期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △27,340 11,277

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）

36,906 △3,174

当中間期変動額合計 36,906 △3,174

当中間期末残高 9,566 8,102

新株予約権   

前期末残高 － －

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）

－ 36

当中間期変動額合計 － 36

当中間期末残高 － 36
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（単位：百万円）

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

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

少数株主持分   

前期末残高 12,541 13,135

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）

269 56

当中間期変動額合計 269 56

当中間期末残高 12,811 13,191

純資産合計   

前期末残高 537,671 605,598

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,636 23,321

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 5 8

土地再評価差額金の取崩 115 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

37,176 △3,081

当中間期変動額合計 49,882 15,308

当中間期末残高 587,553 620,907
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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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4. 中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 201,273 369,978

コールローン 72,925 65,000

買現先勘定 49,990 －

債券貸借取引支払保証金 － 6,270

買入金銭債権 33,884 37,967

特定取引資産 325,853 310,106

金銭の信託 25,443 26,059

有価証券 1,935,517 1,977,634

貸出金 7,233,996 7,158,314

外国為替 2,039 2,811

その他資産 67,309 81,015

有形固定資産 89,900 88,779

無形固定資産 9,183 8,916

繰延税金資産 42,123 45,838

支払承諾見返 72,168 62,004

貸倒引当金 △43,783 △46,676

資産の部合計 10,117,826 10,194,020

負債の部   

預金 8,765,676 8,805,261

譲渡性預金 185,791 191,226

コールマネー 60,311 41,062

売現先勘定 44,995 146,580

債券貸借取引受入担保金 54,724 110,905

特定取引負債 36,483 22,591

借用金 164,700 105,100

外国為替 279 214

社債 40,000 40,000

その他負債 70,680 60,350

未払法人税等 9,057 7,507

資産除去債務 227  

その他の負債 61,395 52,843

役員賞与引当金 － 50

退職給付引当金 18,670 18,820

役員退職慰労引当金 － 1,009

睡眠預金払戻損失引当金 694 957

ポイント引当金 845 857

再評価に係る繰延税金負債 15,245 15,245

支払承諾 72,168 62,004

負債の部合計 9,531,266 9,622,237
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(単位：百万円)

当中間会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 145,069 145,069

資本剰余金 122,134 122,134

資本準備金 122,134 122,134

利益剰余金 312,480 294,792

利益準備金 50,930 50,930

その他利益剰余金 261,550 243,862

別途積立金 230,971 202,971

繰越利益剰余金 30,579 40,891

自己株式 △1,269 △1,257

株主資本合計 578,414 560,738

その他有価証券評価差額金 2,982 5,520

繰延ヘッジ損益 △2,534 △2,139

土地再評価差額金 7,662 7,662

評価・換算差額等合計 8,109 11,043

新株予約権 36 －

純資産の部合計 586,560 571,782

負債及び純資産の部合計 10,117,826 10,194,020
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

経常収益 104,585 100,990

資金運用収益 82,543 76,998

（うち貸出金利息） 70,235 65,453

（うち有価証券利息配当金） 11,668 11,061

信託報酬 0 0

役務取引等収益 15,367 16,209

特定取引収益 1,664 734

その他業務収益 2,341 3,910

その他経常収益 2,668 3,137

経常費用 82,549 67,322

資金調達費用 9,734 7,488

（うち預金利息） 7,154 4,650

役務取引等費用 8,572 8,819

その他業務費用 1,314 318

営業経費 41,079 41,063

その他経常費用 21,848 9,632

経常利益 22,035 33,668

特別利益 4,401 4,079

特別損失 69 583

税引前中間純利益 26,367 37,165

法人税、住民税及び事業税 5,531 8,932

法人税等調整額 4,463 5,626

法人税等合計 9,995 14,558

中間純利益 16,371 22,606

㈱千葉銀行 （8331） 平成23年3月期　第2四半期決算短信

－　12　－



(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 145,069 145,069

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 145,069 145,069

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 122,134 122,134

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 122,134 122,134

資本剰余金合計   

前期末残高 122,134 122,134

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 122,134 122,134

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 50,930 50,930

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 50,930 50,930

その他利益剰余金   

前期末残高 216,468 243,862

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,371 22,606

自己株式の処分 △1 △2

土地再評価差額金の取崩 115 －

当中間期変動額合計 12,463 17,688

当中間期末残高 228,932 261,550

利益剰余金合計   

前期末残高 267,399 294,792

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,371 22,606

自己株式の処分 △1 △2

土地再評価差額金の取崩 115 －

当中間期変動額合計 12,463 17,688

当中間期末残高 279,862 312,480
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（単位：百万円）

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

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

自己株式   

前期末残高 △1,219 △1,257

当中間期変動額   

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 7 10

当中間期変動額合計 △21 △12

当中間期末残高 △1,241 △1,269

株主資本合計   

前期末残高 533,382 560,738

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,371 22,606

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 5 8

土地再評価差額金の取崩 115 －

当中間期変動額合計 12,441 17,675

当中間期末残高 545,824 578,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △33,331 5,520

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）

36,956 △2,538

当中間期変動額合計 36,956 △2,538

当中間期末残高 3,625 2,982

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,837 △2,139

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）

△146 △395

当中間期変動額合計 △146 △395

当中間期末残高 △1,984 △2,534

土地再評価差額金   

前期末残高 7,777 7,662

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）

△115 －

当中間期変動額合計 △115 －

当中間期末残高 7,662 7,662

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △27,392 11,043

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）

36,695 △2,934

当中間期変動額合計 36,695 △2,934

当中間期末残高 9,302 8,109
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（単位：百万円）

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

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

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）

－ 36

当中間期変動額合計 － 36

当中間期末残高 － 36

純資産合計   

前期末残高 505,990 571,782

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,022 △4,915

中間純利益 16,371 22,606

自己株式の取得 △29 △23

自己株式の処分 5 8

土地再評価差額金の取崩 115 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

36,695 △2,897

当中間期変動額合計 49,136 14,777

当中間期末残高 555,126 586,560

㈱千葉銀行 （8331） 平成23年3月期　第2四半期決算短信

－　15　－



 

  

 

（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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