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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） 

（注）24年3月期中間期の潜在株式調整後1株当たり中間純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

(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、25年3月期中間期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 20,287 6.9 5,219 17.0 3,122 32.4
24年3月期中間期 18,983 △10.2 4,459 7.8 2,358 △9.3

（注）包括利益 25年3月期中間期 1,265百万円 （184.8％） 24年3月期中間期 444百万円 （△89.0％）

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 17.68 17.68
24年3月期中間期 13.03 ―

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 1,889,134 91,319 4.8 9.36
24年3月期 1,857,201 90,742 4.9 9.39

（参考） 自己資本  25年3月期中間期  91,175百万円 24年3月期  90,649百万円

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  
 

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 ― 4.00 8.00

25年3月期 ― 4.00

25年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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 7,500 △36.6 4,000 △31.4 22.65
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(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） 

※  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 184,673,500 株 24年3月期 184,673,500 株

② 期末自己株式数 25年3月期中間期 8,049,172 株 24年3月期 8,044,726 株

③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 176,626,460 株 24年3月期中間期 181,019,473 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 

（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、25年3月期中間期は速報値であります。 

(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 20,047 5.7 5,280 17.9 3,216 33.0
24年3月期中間期 18,960 △9.0 4,478 12.5 2,418 △7.2

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 18.21
24年3月期中間期 13.36

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 1,889,005 91,231 4.8 9.35
24年3月期 1,856,960 90,592 4.9 9.38

（参考） 自己資本 25年3月期中間期  91,211百万円 24年3月期  90,592百万円

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 
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監査手続は終了しております。 

※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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 

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 7,500 △36.5 4,000 △26.0 22.65
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1．当中間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 
  損益状況については、経常収益は前年同期比 13 億 4 百万円増加し、202 億 87 百万円となりました。 
うち資金運用収益が 159 億 20 百万円、役務取引等収益が 15 億 13 百万円、その他業務収益が 26 億 70
百万円、その他経常収益が 1億 82 百万円となりました。 
一方、経常費用は前年同期比 5 億 44 百万円増加し、150 億 67 百万円となりました。うち資金調達
費用が 12 億 7 百万円、役務取引等費用が 8 億 29 百万円、営業経費が 116 億 84 百万円、その他経常
費用が 13 億 46 百万円となりました。 
  以上により、経常利益は前年同期比 7億 60 百万円増加して 52 億 19 百万円、中間純利益は前年同 
期比 7億 63 百万円増加して 31 億 22 百万円となりました。 
 
(2)連結財政状態に関する定性的情報 
  預金(譲渡性預金含む)は、期中 374 億円増加し、当中間連結会計期間末残高は 1兆 7,561 億円とな
りました。 
一方、貸出金は、期中 224 億円増加し、当中間連結会計期間末残高は１兆 3,935 億円となりました。 
有価証券は、期中 51 億円減少し、当中間連結会計期間末残高は 3,478 億円となりました。 
総資産は、期中 319 億円増加し、当中間連結会計期間末残高は 1兆 8,891 億円となりました。 
 
 (3)連結業績予想に関する定性的情報 
  平成25年3月期の業績予想については、キャッシュ・フロー見積法の採用等による貸倒引当金に係
る評価性引当額の増加に伴い法人税等合計が増加する見込みとなったこと等により、平成24年5月15
日に公表した業績予想数値を以下のとおり修正いたします。 
                                     (単位：百万円) 

連結業績予想 個別業績予想    
前回公表値 今回公表値 増減 前回公表値 今回公表値 増減 

経常利益 6,600 7,500 ＋900 6,600 7,500 ＋900 
当期純利益 4,000 4,000 － 4,000 4,000 － 

 
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 
該当ありません。 
 
(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) 

当行及び連結子会社は、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。 

これにより、従来の方法に比べて、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は、

それぞれ1百万円増加しております。 

   
(会計上の見積りの変更) 

当中間連結会計期間より、与信管理の精緻化とともに経営改善支援等に係る取組みの深化に伴い、
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額等が一定額以上の大口債務者のうち、
債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権につい
ては、当該キャッシュ・フローを貸出条件変更前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との
差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。 

なお、貸倒実績率の算定に際して、各算定期間の変動をより精緻に平準化するための見直しも行って
おります。 

これらにより、従来の方法に比べて、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

は、それぞれ 879 百万円減少しております。 
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 (追加情報) 
当行は、従来、役員退職慰労引当金として、役員への退職慰労金の支出に備えるため、役員退
職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、役員退職慰労金制度廃止に伴い、
平成24年6月27日開催の第146期定時株主総会において役員退職慰労金を打ち切り支給することが
承認されました。これに伴い、当中間連結会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩
し、打ち切り支給額未払分293百万円については「その他負債」に含めて表示しております。 
なお、連結子会社については変更ありません。 
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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 82,664 90,346

コールローン及び買入手形 25,246 30,093

有価証券 352,994 347,870

貸出金 1,371,093 1,393,514

外国為替 738 511

その他資産 8,949 7,984

有形固定資産 19,949 20,180

無形固定資産 894 838

繰延税金資産 6,973 8,208

支払承諾見返 2,451 2,607

貸倒引当金 △14,755 △13,020

資産の部合計 1,857,201 1,889,134

負債の部

預金 1,718,630 1,735,706

譲渡性預金 － 20,420

借用金 13,180 5,510

外国為替 48 0

社債 10,000 10,000

その他負債 11,166 13,028

賞与引当金 844 836

退職給付引当金 6,462 6,352

役員退職慰労引当金 302 3

利息返還損失引当金 15 2

睡眠預金払戻損失引当金 202 188

偶発損失引当金 147 152

再評価に係る繰延税金負債 3,006 3,006

支払承諾 2,451 2,607

負債の部合計 1,766,459 1,797,815

純資産の部

資本金 38,300 38,300

資本剰余金 24,600 24,600

利益剰余金 23,249 25,665

自己株式 △1,448 △1,449

株主資本合計 84,701 87,116

その他有価証券評価差額金 1,357 △491

繰延ヘッジ損益 △576 △616

土地再評価差額金 5,166 5,166

その他の包括利益累計額合計 5,948 4,059

新株予約権 － 19

少数株主持分 92 124

純資産の部合計 90,742 91,319

負債及び純資産の部合計 1,857,201 1,889,134
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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 18,983 20,287

資金運用収益 16,523 15,920

（うち貸出金利息） 14,890 14,465

（うち有価証券利息配当金） 1,590 1,388

役務取引等収益 1,436 1,513

その他業務収益 668 2,670

その他経常収益 354 182

経常費用 14,523 15,067

資金調達費用 1,446 1,207

（うち預金利息） 1,185 967

役務取引等費用 852 829

その他業務費用 36 0

営業経費 11,610 11,684

その他経常費用 576 1,346

経常利益 4,459 5,219

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 110 92

固定資産処分損 110 92

税金等調整前中間純利益 4,349 5,127

法人税、住民税及び事業税 97 2,165

法人税等調整額 1,896 △192

法人税等合計 1,994 1,972

少数株主損益調整前中間純利益 2,355 3,154

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 32

中間純利益 2,358 3,122
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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 2,355 3,154

その他の包括利益 △1,910 △1,889

その他有価証券評価差額金 △1,817 △1,849

繰延ヘッジ損益 △93 △39

中間包括利益 444 1,265

親会社株主に係る中間包括利益 447 1,233

少数株主に係る中間包括利益 △3 32
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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 38,300 38,300

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 38,300 38,300

資本剰余金

当期首残高 24,600 24,600

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 24,600 24,600

利益剰余金

当期首残高 18,811 23,249

当中間期変動額

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,358 3,122

当中間期変動額合計 1,621 2,415

当中間期末残高 20,432 25,665

自己株式

当期首残高 △142 △1,448

当中間期変動額

自己株式の取得 △1,305 △0

当中間期変動額合計 △1,305 △0

当中間期末残高 △1,448 △1,449

株主資本合計

当期首残高 81,568 84,701

当中間期変動額

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,358 3,122

自己株式の取得 △1,305 △0

当中間期変動額合計 316 2,415

当中間期末残高 81,884 87,116
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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 1,902 1,357

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）

△1,817 △1,849

当中間期変動額合計 △1,817 △1,849

当中間期末残高 84 △491

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △468 △576

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 △39

当中間期変動額合計 △93 △39

当中間期末残高 △561 △616

土地再評価差額金

当期首残高 4,789 5,166

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,789 5,166

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 6,223 5,948

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）

△1,910 △1,889

当中間期変動額合計 △1,910 △1,889

当中間期末残高 4,312 4,059

新株予約権

当期首残高 － －

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）

－ 19

当中間期変動額合計 － 19

当中間期末残高 － 19

少数株主持分

当期首残高 75 92

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 32

当中間期変動額合計 △3 32

当中間期末残高 71 124
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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 87,867 90,742

当中間期変動額

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,358 3,122

自己株式の取得 △1,305 △0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,914 △1,837

当中間期変動額合計 △1,598 577

当中間期末残高 86,269 91,319
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 (4)継続企業の前提に関する注記 
  該当ありません。 
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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 82,664 90,346

コールローン 25,246 30,093

有価証券 353,783 348,659

貸出金 1,371,533 1,393,963

外国為替 738 511

その他資産 7,012 6,104

その他の資産 7,012 6,104

有形固定資産 19,940 20,172

無形固定資産 882 827

繰延税金資産 6,973 8,208

支払承諾見返 2,451 2,607

貸倒引当金 △14,265 △12,488

資産の部合計 1,856,960 1,889,005

負債の部

預金 1,720,266 1,737,269

譲渡性預金 － 20,420

借用金 13,180 5,510

外国為替 48 0

社債 10,000 10,000

その他負債 9,504 11,468

未払法人税等 777 2,278

リース債務 1,023 1,077

資産除去債務 26 23

その他の負債 7,676 8,088

賞与引当金 826 820

退職給付引当金 6,436 6,330

役員退職慰労引当金 296 －

睡眠預金払戻損失引当金 202 188

偶発損失引当金 147 152

再評価に係る繰延税金負債 3,006 3,006

支払承諾 2,451 2,607

負債の部合計 1,766,367 1,797,773
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(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 38,300 38,300

資本剰余金 24,600 24,600

資本準備金 24,600 24,600

利益剰余金 23,192 25,701

利益準備金 612 754

その他利益剰余金 22,579 24,947

繰越利益剰余金 22,579 24,947

自己株式 △1,448 △1,449

株主資本合計 84,643 87,152

その他有価証券評価差額金 1,357 △491

繰延ヘッジ損益 △576 △616

土地再評価差額金 5,166 5,166

評価・換算差額等合計 5,948 4,059

新株予約権 － 19

純資産の部合計 90,592 91,231

負債及び純資産の部合計 1,856,960 1,889,005

㈱東日本銀行(8536)　平成25年3月期　第2四半期(中間期)決算短信

11



（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 18,960 20,047

資金運用収益 16,504 15,906

（うち貸出金利息） 14,871 14,450

（うち有価証券利息配当金） 1,590 1,388

役務取引等収益 1,441 1,517

その他業務収益 450 2,459

その他経常収益 564 164

経常費用 14,482 14,766

資金調達費用 1,447 1,207

（うち預金利息） 1,185 967

役務取引等費用 859 839

その他業務費用 36 0

営業経費 11,480 11,559

その他経常費用 658 1,159

経常利益 4,478 5,280

特別利益 － 0

特別損失 110 92

税引前中間純利益 4,368 5,188

法人税、住民税及び事業税 96 2,165

法人税等調整額 1,852 △192

法人税等合計 1,949 1,972

中間純利益 2,418 3,216
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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 38,300 38,300

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 38,300 38,300

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 24,600 24,600

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 24,600 24,600

資本剰余金合計

当期首残高 24,600 24,600

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 24,600 24,600

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 324 612

当中間期変動額

利益準備金の積立 147 141

当中間期変動額合計 147 141

当中間期末残高 471 754

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 18,857 22,579

当中間期変動額

利益準備金の積立 △147 △141

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,418 3,216

当中間期変動額合計 1,534 2,368

当中間期末残高 20,391 24,947

利益剰余金合計

当期首残高 19,181 23,192

当中間期変動額

利益準備金の積立 － －

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,418 3,216

当中間期変動額合計 1,681 2,509

当中間期末残高 20,863 25,701
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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 △142 △1,448

当中間期変動額

自己株式の取得 △1,305 △0

当中間期変動額合計 △1,305 △0

当中間期末残高 △1,448 △1,449

株主資本合計

当期首残高 81,939 84,643

当中間期変動額

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,418 3,216

自己株式の取得 △1,305 △0

当中間期変動額合計 376 2,508

当中間期末残高 82,315 87,152

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1,902 1,357

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）

△1,817 △1,849

当中間期変動額合計 △1,817 △1,849

当中間期末残高 84 △491

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △468 △576

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 △39

当中間期変動額合計 △93 △39

当中間期末残高 △561 △616

土地再評価差額金

当期首残高 4,789 5,166

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,789 5,166

評価・換算差額等合計

当期首残高 6,223 5,948

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）

△1,910 △1,889

当中間期変動額合計 △1,910 △1,889

当中間期末残高 4,312 4,059
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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)

新株予約権

当期首残高 － －

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）

－ 19

当中間期変動額合計 － 19

当中間期末残高 － 19

純資産合計

当期首残高 88,162 90,592

当中間期変動額

剰余金の配当 △737 △706

中間純利益 2,418 3,216

自己株式の取得 △1,305 △0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1,910 △1,869

当中間期変動額合計 △1,534 639

当中間期末残高 86,628 91,231
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 (4)継続企業の前提に関する注記 
  該当ありません。 
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