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1.  平成26年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成25年4月1日～平成25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。 
   なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。  

(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 ％

26年3月期中間期 1,540,570 6.4 567,377 98.5 429,745 133.2
25年3月期中間期 1,447,821 7.6 285,747 11.4 184,276 △27.6

（注）包括利益 26年3月期中間期 519,875百万円 （186.0％） 25年3月期中間期 181,738百万円 （2.3％）

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

26年3月期中間期 17.62 16.92
25年3月期中間期 7.49 7.24

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 182,149,236 8,100,621 3.4
25年3月期 177,411,062 7,736,230 3.3
（参考） 自己資本   26年3月期中間期  6,286,681百万円 25年3月期  5,927,135百万円

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2）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係が異なる種類株式（非上場）の配当の状況に 
    ついては、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00
26年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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、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  
(注2)算定上の基礎となる普通株式数は、以下により算出しております。 
 ・「中間期の期中平均株式数」と「中間期末発行済株式数(第3・4四半期の期中平均値と想定)」の加重平均値を採用しております。 
 ・第3四半期及び第4四半期における当社第十一回第十一種優先株式の取得請求に伴う発行済普通株式数の増加を考慮しておりません。 

当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 円 銭

通期 600,000 7.0 24.54



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P.1-2「（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）」をご覧ください。 

(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.1-2「（2）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社みずほ銀行

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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期中間期 24,198,773,747 株 25年3月期 24,164,864,477 株
② 期末自己株式数 26年3月期中間期 14,198,942 株 25年3月期 22,128,230 株
③ 期中平均株式数（中間期） 26年3月期中間期 24,172,771,769 株 25年3月期中間期 24,026,109,898 株

（個別業績の概要） 

平成26年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期中間期 300,911 21.6 289,938 22.4 287,028 22.4 286,290 22.3
25年3月期中間期 247,269 979.2 236,792 ― 234,342 ― 234,020 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

26年3月期中間期 11.69
25年3月期中間期 9.56

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期中間期 6,228,964 4,965,181 79.6
25年3月期 6,202,149 4,788,923 77.1
（参考） 自己資本 26年3月期中間期  4,963,448百万円 25年3月期  4,786,236百万円

※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及び中間財務諸表の中間監査手続は終了し 
 ておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
○ 本資料には、将来の業績及び計画等に関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来 
 の業績に影響を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、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実 
 際の結果と大きく異なる可能性があります。 
  また、事業戦略や業績など、将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性などが含まれており 
 ます。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、法令違反、事務・システム 
 リスク、日本における経済状況の悪化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するもの 
 ではありません。 
  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、ディ 
 スクロージャー誌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年次報告書等の米国開示書類など、当社が公表いたしま 
 した各種資料のうち 新のものをご参照ください。 
  当社は、業績予想の修正等将来の見通しの変更に関する公表については、東京証券取引所の定める適時開示規則等に基づいて実施いたします。 
 従って、 新の予想や将来の見通しを常に改定する訳ではなく、またその責任も有しません。 
 
○ 当社は、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、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。 



（種類株式の配当の状況）
   普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

第十一回第十一種優先株式
25年3月期
26年3月期

26年3月期（予想）

第十三回第十三種優先株式
25年3月期
26年3月期

（注） 24,019,682,126

円 銭 円 銭

20.00

30.00

20.00

10.00

円 銭 円 銭 円 銭

― 10.00
―

10.00

― 15.00 ― 15.00
―

―

― 10.00

第十三回第十三種優先株式につきましては、平成25年７月11日付で全て取得し、同日、取得した全ての株式を消却しております。従いまして、当該第
十三回第十三種優先株式につき今期の配当は行われません。
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