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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31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。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 4,326,424 9.7 1,073,745 14.8 794,059 53.1
24年3月期 3,945,282 2.6 935,571 13.3 518,536 9.0

（注）包括利益 25年3月期 1,458,107百万円 （119.2％） 24年3月期 665,232百万円 （60.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 586.49 585.94 13.7 0.7 24.8
24年3月期 374.26 373.99 10.3 0.7 23.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 5,309百万円 24年3月期 △31,122百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 148,696,800 8,443,218 4.3 4,686.69
24年3月期 143,040,672 7,254,976 3.6 3,856.37

（参考） 自己資本 25年3月期 6,345,197百万円 24年3月期 5,210,400百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 91,455 1,253,136 △742,948 5,202,119
24年3月期 1,838,185 △2,589,543 △300,119 4,588,858

2.  配当の状況

（注）25年3月期期末配当金の内訳 普通配当60円 記念配当10円

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00 138,745 26.8 2.7
25年3月期 ― 50.00 ― 70.00 120.00 169,227 21.3 2.9
26年3月期(予想) ― 55.00 ― 55.00 110.00 26.7

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 530,000 13.2 290,000 △12.4 214.20
通期 1,030,000 △4.1 580,000 △27.0 428.40



※  注記事項
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、【添付資料】P.19「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）（4）固定資産の減価償却の方法」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、【添付資料】P.42「（１株当たり情報）」をご覧ください。

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 1,414,055,625 株 24年3月期 1,414,055,625 株
② 期末自己株式数 25年3月期 60,179,376 株 24年3月期 62,939,559 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 1,353,925,858 株 24年3月期 1,385,505,385 株

（参考）個別業績の概要

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 179,560 △1.0 155,219 △0.8 147,985 △1.3 147,981 △1.3
24年3月期 181,372 △18.4 156,470 △20.9 149,922 △21.7 149,919 △21.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 104.93 104.89
24年3月期 107.06 107.04

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 6,266,864 4,641,005 74.0 3,290.23
24年3月期 6,153,461 4,527,629 73.6 3,317.44

（参考） 自己資本 25年3月期 4,639,865百万円 24年3月期 4,527,031百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表及び個別財務諸表に対する監査
手続は実施中であります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料には、当社の財政状態及び経営成績に関する当社及び当社経営陣の見解、判断または現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記述」が含ま
れております。多くの場合、この記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれますが、この限りではありませ
ん。また、これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであり、実際の業績は、本資料に含まれるもしくは、含ま
れるとみなされる「将来の業績に関する記述」で示されたものと異なる可能性があります。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実性としては、以下の
ようなものがあります。国内外の経済金融環境の悪化、当社グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、合弁事業・提携・出資・買収及び経営統合が奏
功しないリスク、海外における業務拡大が奏功しないリスク、不良債権残高及び与信関係費用の増加、保有株式に係るリスクなどです。こうしたリスク及び
不確実性に照らし、本資料公表日現在における「将来の業績に関する記述」を過度に信頼すべきではありません。当社は、いかなる「将来の業績に関する
記述」について、更新や改訂をする義務を負いません。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等の米国開示書類、当社が公表いたし
ました各種開示資料のうち、最新のものをご参照ください。



【参考】指標算式

　　○　配当性向（連結）                       　 

　　○　純資産配当率（連結）                       　 

　　○  １株当たり予想当期純利益（連結）

普通株式配当金総額

当期純利益
×100

期末発行済普通株式数（除く自己株式）

予想当期純利益

普通株式配当金総額
×100

（期首自己資本 ＋ 期末自己資本）÷２




