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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）

(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。

(注)「連結自己資本比率(第一基準)」は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らし
それらの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20号)」に基づき算出しております。なお、25年3月
期中間期につきましては、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 2,068,025 1.1 468,180 △14.3 331,039 5.5
24年3月期中間期 2,044,860 3.2 546,493 1.1 313,758 △24.8

（注）包括利益 25年3月期中間期 262,126百万円 （78.6％） 24年3月期中間期 146,798百万円 （△53.8％）

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 244.50 244.43
24年3月期中間期 225.04 225.02

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率（第一

基準）
百万円 百万円 ％ ％

25年3月期中間期 139,465,718 7,373,522 3.9 17.63
24年3月期 143,040,672 7,254,976 3.6 16.93
（参考） 自己資本 25年3月期中間期 5,370,143百万円 24年3月期 5,210,400百万円

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 ― 50.00 ― 50.00 100.00
25年3月期 ― 50.00
25年3月期（予想） ― 50.00 100.00

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
（注）1株当たり予想当期純利益は、予想当期純利益を25年3月期中間期末の発行済普通株式数（除く自己株式）で除して算出しております。

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 830,000 △11.3 540,000 4.1 398.84



(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

（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．3「４．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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 ―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月期中間期 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月期中間期 60,113,405 株 24年3月期 62,939,559 株
③ 期中平均株式数（中間期） 25年3月期中間期 1,353,946,919 株 24年3月期中間期 1,394,237,475 株

（個別業績の概要）

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

(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 ％

25年3月期中間期 44,768 11.4 32,450 17.0 28,773 16.2 28,771 16.2
24年3月期中間期 40,202 △53.0 27,734 △62.7 24,756 △65.2 24,754 △65.2

1株当たり中間純利益
円 銭

25年3月期中間期 20.40
24年3月期中間期 17.55

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期中間期 6,217,955 4,592,231 73.8
24年3月期 6,153,461 4,527,629 73.6
（参考） 自己資本 25年3月期中間期 4,591,371百万円 24年3月期 4,527,031百万円

※中間監査手続の実施状況に関する表示
この四半期(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、この四半期(中間期)決算短信の開示時点において、中間連結
財務諸表及び中間財務諸表に対する中間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。
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㈱三井住友フィナンシャルグループ （8316）　　平成25年３月期　第２四半期(中間期)決算短信



１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の連結粗利益は、１兆3,718億円と前年同期比499億円の増益となりました。

これは三井住友銀行において、国内貸出金残高の減少を主因に資金利益が減益となったことや、国債

等債券損益が減益となったこと等により、業務粗利益が前年同期比 328 億円の減益となった一方、昨

年 12 月に新たに連結子会社となったＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式

会社)の収益寄与があったこと等によるものであります。 

また、営業経費は、連結子会社の増加による影響等から、前年同期比 281 億円増加の 7,218 億円と

なりました。 

一方、与信関係費用は、三井住友銀行において、取引先の状況に応じたきめ細かな対応に取り組ん

できた成果等により前年同期比 273 億円改善の 244 億円の戻り益となった一方、ＳＭＢＣコンシュー

マーファイナンス株式会社を新たに連結子会社とした影響等から、連結ベースでは前年同期比 200 億

円増加の 480 億円となりました。 

株式等損益は、国内株式相場の下落による保有株式の償却を主因に、前年同期比 1,207 億円悪化の

1,329 億円の損失となりました。 

以上の結果、経常利益は 4,682 億円と前年同期比 783 億円の減益となる一方、中間純利益は、三井

住友銀行において繰延税金資産に係る評価性引当額が減少したこと等から、前年同期比 173 億円増益

の 3,310 億円となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連　結】

(4月～9月） 前年同期比

連 結 粗 利 益 13,718 + 499 25,945 

営 業 経 費 △ 7,218 △ 281 △ 14,214 

与 信 関 係 費 用 △ 480 △ 200 △ 1,213 

株 式 等 損 益 △ 1,329 △ 1,207 △ 279 

経 常 利 益 4,682 △ 783 9,356 

中 間 純 利 益 3,310 + 173 5,185 

【三井住友銀行単体】

業 務 粗 利 益 7,867 △ 328 15,325 

う ち 国 債 等 債 券 損 益 1,173 △ 71 1,525 

経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 ） △ 3,581 △ 35 △ 7,195 

業        務        純       益   　（注） 4,287 △ 363 8,130 

与 信 関 係 費 用 244 + 273 △ 586 

株 式 等 損 益 △ 1,336 △ 875 △ 152 

経 常 利 益 2,745 △ 1,230 6,953 

中 間 純 利 益 2,397 △ 509 4,780 

（注）業務純益：一般貸倒引当金繰入前

 24年度第２四半期累計期間 23年度
（参考）

（単位：億円）

-2-
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における連結ベースの総資産額は、債券を中心とした有価証券の減少等により、前

年度末比３兆 5,750 億円減少し 139 兆 4,657 億円となりました。また、純資産額は前年度末比 1,185

億円増加の７兆 3,735 億円となりました。そのうち株主資本は、中間純利益の計上等により、前年度

末比 2,710 億円増加し５兆 2,853 億円となりました。 

主要な勘定残高としましては、預金が前年度末比 3,656 億円減少し 83 兆 7,630 億円となりました。

貸出金は、三井住友銀行の国内貸出金が減少したことを主因に、前年度末比 9,858 億円減少し 61 兆

7,348 億円となりました。 

また、連結ベースの金融再生法に基づく開示債権の残高は、前年度末比 1,061 億円減少の１兆 7,515

億円となりました。不良債権比率は、前年度末比 0.11％低下の 2.48％となっております。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、三井住友銀行における株式等損益の悪化、並びに税費用の減少を主

因に、平成24年５月15日公表の予想数値を次のとおり修正しております。 

経常利益    8,300億円（前回公表比  800億円減益） 

当期純利益   5,400億円（前回公表比   600億円増益） 

 
 
４．サマリー情報（注記事項）に関する事項 
 
 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 
減価償却方法の変更（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） 

当社及び国内連結子会社は、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。これによる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への影響は軽微であり

ます。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日現在) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日現在) 

資産の部   

現金預け金 7,716,291 7,851,372

コールローン及び買入手形 1,291,818 1,113,233

買現先勘定 227,749 170,258

債券貸借取引支払保証金 4,539,555 3,645,505

買入金銭債権 1,361,289 1,333,644

特定取引資産 8,196,944 8,915,686

金銭の信託 23,878 22,994

有価証券 42,529,950 39,781,564

貸出金 62,720,599 61,734,839

外国為替 1,280,636 1,543,243

リース債権及びリース投資資産 1,699,759 1,705,018

その他資産 4,622,756 4,305,477

有形固定資産 1,180,522 1,750,256

無形固定資産 799,773 797,570

繰延税金資産 404,034 477,146

支払承諾見返 5,424,045 5,235,811

貸倒引当金 △978,933 △917,905

資産の部合計 143,040,672 139,465,718
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日現在) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日現在) 

負債の部   

預金 84,128,561 83,762,971

譲渡性預金 8,593,638 10,516,674

コールマネー及び売渡手形 2,144,599 2,101,107

売現先勘定 1,676,902 1,758,233

債券貸借取引受入担保金 5,810,730 3,769,501

コマーシャル・ペーパー 1,193,249 1,406,266

特定取引負債 6,248,061 6,410,968

借用金 8,839,648 6,027,085

外国為替 302,580 380,303

短期社債 949,388 1,018,800

社債 4,641,927 4,569,061

信託勘定借 443,723 513,582

その他負債 4,762,961 4,106,543

賞与引当金 48,516 37,545

役員賞与引当金 2,875 －

退職給付引当金 45,911 44,312

役員退職慰労引当金 2,577 2,084

ポイント引当金 19,350 18,727

睡眠預金払戻損失引当金 10,980 8,065

利息返還損失引当金 401,276 306,335

特別法上の引当金 421 277

繰延税金負債 53,852 58,089

再評価に係る繰延税金負債 39,915 39,844

支払承諾 5,424,045 5,235,811

負債の部合計 135,785,696 132,092,195

純資産の部   

資本金 2,337,895 2,337,895

資本剰余金 759,800 758,633

利益剰余金 2,152,654 2,415,978

自己株式 △236,037 △227,172

株主資本合計 5,014,313 5,285,335

その他有価証券評価差額金 330,433 189,379

繰延ヘッジ損益 △32,122 △17,775

土地再評価差額金 39,158 39,314

為替換算調整勘定 △141,382 △126,111

その他の包括利益累計額合計 196,087 84,807

新株予約権 692 962

少数株主持分 2,043,883 2,002,417

純資産の部合計 7,254,976 7,373,522

負債及び純資産の部合計 143,040,672 139,465,718
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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 2,044,860 2,068,025

資金運用収益 806,779 831,411

（うち貸出金利息） 579,325 619,881

（うち有価証券利息配当金） 141,976 127,938

信託報酬 695 1,023

役務取引等収益 464,225 468,323

特定取引収益 144,373 122,423

その他業務収益 602,818 598,592

その他経常収益 25,968 46,251

経常費用 1,498,367 1,599,845

資金調達費用 148,076 151,629

（うち預金利息） 51,264 45,548

役務取引等費用 70,469 67,353

その他業務費用 478,457 430,980

営業経費 693,775 721,839

その他経常費用 107,588 228,042

経常利益 546,493 468,180

特別利益 2,270 464

特別損失 3,384 3,612

税金等調整前中間純利益 545,378 465,032

法人税、住民税及び事業税 49,858 109,059

法人税等調整額 118,097 △36,919

法人税等合計 167,955 72,140

少数株主損益調整前中間純利益 377,422 392,892

少数株主利益 63,664 61,853

中間純利益 313,758 331,039
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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 377,422 392,892

その他の包括利益 △230,624 △130,766

その他有価証券評価差額金 △193,717 △132,728

繰延ヘッジ損益 △7,523 13,934

為替換算調整勘定 △16,373 △5,482

持分法適用会社に対する持分相当額 △13,009 △6,488

中間包括利益 146,798 262,126

親会社株主に係る中間包括利益 114,226 219,603

少数株主に係る中間包括利益 32,571 42,522
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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 2,337,895 2,337,895

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,337,895 2,337,895

資本剰余金   

当期首残高 978,851 759,800

当中間期変動額   

自己株式の処分 △9,038 △1,167

自己株式の消却 △210,003 －

当中間期変動額合計 △219,041 △1,167

当中間期末残高 759,810 758,633

利益剰余金   

当期首残高 1,776,433 2,152,654

当中間期変動額   

剰余金の配当 △72,171 △67,555

中間純利益 313,758 331,039

連結子会社の増加に伴う増加 8 6

連結子会社の減少に伴う増加 1 0

連結子会社の増加に伴う減少 △4 △4

連結子会社の減少に伴う減少 △1 △5

土地再評価差額金の取崩 △222 △156

当中間期変動額合計 241,368 263,324

当中間期末残高 2,017,801 2,415,978

自己株式   

当期首残高 △171,760 △236,037

当中間期変動額   

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 47,228 8,905

自己株式の消却 210,003 －

当中間期変動額合計 47,198 8,864

当中間期末残高 △124,562 △227,172
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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) 

株主資本合計   

当期首残高 4,921,419 5,014,313

当中間期変動額   

剰余金の配当 △72,171 △67,555

中間純利益 313,758 331,039

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 38,189 7,738

自己株式の消却 － －

連結子会社の増加に伴う増加 8 6

連結子会社の減少に伴う増加 1 0

連結子会社の増加に伴う減少 △4 △4

連結子会社の減少に伴う減少 △1 △5

土地再評価差額金の取崩 △222 △156

当中間期変動額合計 69,525 271,021

当中間期末残高 4,990,945 5,285,335

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 272,306 330,433

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）

△206,429 △141,053

当中間期変動額合計 △206,429 △141,053

当中間期末残高 65,876 189,379

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △9,701 △32,122

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）

△6,877 14,346

当中間期変動額合計 △6,877 14,346

当中間期末残高 △16,579 △17,775

土地再評価差額金   

当期首残高 33,357 39,158

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）

232 156

当中間期変動額合計 232 156

当中間期末残高 33,589 39,314

為替換算調整勘定   

当期首残高 △122,889 △141,382

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）

13,775 15,271

当中間期変動額合計 13,775 15,271

当中間期末残高 △109,113 △126,111
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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合計   

当期首残高 173,073 196,087

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）

△199,299 △111,279

当中間期変動額合計 △199,299 △111,279

当中間期末残高 △26,226 84,807

新株予約権   

当期首残高 262 692

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）

179 269

当中間期変動額合計 179 269

当中間期末残高 441 962

少数株主持分   

当期首残高 2,037,318 2,043,883

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）

△42,097 △41,465

当中間期変動額合計 △42,097 △41,465

当中間期末残高 1,995,220 2,002,417

純資産合計   

当期首残高 7,132,073 7,254,976

当中間期変動額   

剰余金の配当 △72,171 △67,555

中間純利益 313,758 331,039

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 38,189 7,738

自己株式の消却 － －

連結子会社の増加に伴う増加 8 6

連結子会社の減少に伴う増加 1 0

連結子会社の増加に伴う減少 △4 △4

連結子会社の減少に伴う減少 △1 △5

土地再評価差額金の取崩 △222 △156

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△241,217 △152,475

当中間期変動額合計 △171,692 118,546

当中間期末残高 6,960,381 7,373,522
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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) 

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 545,378 465,032

減価償却費 80,853 88,099

減損損失 1,560 2,258

のれん償却額 10,443 12,507

段階取得に係る差損益（△は益） － △140

持分法による投資損益（△は益） 40,647 △5,670

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44,991 △51,296

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,534 △10,416

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,496 △2,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 311 △1,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △590 △435

ポイント引当金の増減額（△は減少） 377 △622

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △1,827 △2,915

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △16,329 △94,171

資金運用収益 △806,779 △831,411

資金調達費用 148,076 151,629

有価証券関係損益（△） △117,389 19,911

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 208 1,696

為替差損益（△は益） 308,524 229,672

固定資産処分損益（△は益） △420 1,172

特定取引資産の純増（△）減 △1,803,511 △705,327

特定取引負債の純増減（△） 763,275 147,431

貸出金の純増（△）減 △1,736,007 723,728

預金の純増減（△） △932,076 △251,252

譲渡性預金の純増減（△） 850,856 1,938,192

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△793,275 △3,192,019

有利息預け金の純増（△）減 15,946 △1,090,834

コールローン等の純増（△）減 △246,875 257,028

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 988,333 894,050

コールマネー等の純増減（△） △759,648 40,842

コマーシャル・ペーパーの純増減（△） 27,687 213,017

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △3,153,332 △2,041,228

外国為替（資産）の純増（△）減 △141,251 △277,538

外国為替（負債）の純増減（△） 67,551 78,420

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 25,215 △4,860

短期社債（負債）の純増減（△） △200,812 109,400

普通社債発行及び償還による増減（△） 164,400 126,600

信託勘定借の純増減（△） 66,955 69,859

資金運用による収入 912,396 849,258

資金調達による支出 △150,730 △154,054

その他 185,011 51,404

小計 △5,711,867 △2,247,352

法人税等の支払額 △14,403 △29,656

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,726,270 △2,277,009
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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) 

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 △27,004,597 △31,478,414

有価証券の売却による収入 19,961,305 30,724,883

有価証券の償還による収入 10,822,655 2,511,405

金銭の信託の増加による支出 △1,321 △840

金銭の信託の減少による収入 1,540 0

有形固定資産の取得による支出 △44,707 △92,820

有形固定資産の売却による収入 9,824 25,021

無形固定資産の取得による支出 △39,113 △45,172

無形固定資産の売却による収入 0 0

子会社の自己株式の取得による支出 △1,773 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △94,745

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

50 34,916

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,703,862 1,584,233

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入れによる収入 33,000 25,000

劣後特約付借入金の返済による支出 △45,000 △23,000

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行によ
る収入

117,086 14,801

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還によ
る支出

△164,000 △187,260

配当金の支払額 △72,114 △67,518

少数株主への払戻による支出 － △12,500

少数株主への配当金の支払額 △47,388 △51,763

自己株式の取得による支出 △210,032 △40

自己株式の処分による収入 2,385 4

子会社の自己株式の取得による支出 △14 △1

子会社の自己株式の売却による収入 111 107

財務活動によるキャッシュ・フロー △385,966 △302,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,864 △2,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,418,239 △997,502

現金及び現金同等物の期首残高 5,645,094 4,588,858

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 0

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,226,855 3,591,357
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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。

(6)セグメント情報

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）

１．報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

その他 小計

個人部門 法人部門
企業金融

部門
国際部門

市場営業
部門

本社管理

業務粗利益 786,723 174,846 201,828 96,069 107,314 201,718 4,948 124,816 911,540

金利収益 474,770 154,049 118,390 63,779 62,214 67,580 8,758 75,321 550,091

非金利収益 311,953 20,797 83,438 32,290 45,100 134,138 △ 3,809 49,495 361,448

経費 △ 358,073 △ 140,858 △ 106,731 △ 19,549 △ 36,327 △ 10,215 △ 44,393 △ 69,599 △ 427,673

その他損益 － － － － － － － △ 5,679 △ 5,679

連結業務純益 428,650 33,988 95,097 76,520 70,987 191,503 △ 39,444 49,537 478,187

業務粗利益 24,465 106,072 5,168 135,706 57,388 2,940 60,329

金利収益 227 △ 225 238 240 22,763 2,648 25,411

非金利収益 24,238 106,297 4,930 135,466 34,624 292 34,917

経費 △ 19,350 △ 90,070 △ 4,177 △ 113,598 △ 23,718 224 △ 23,494

その他損益 3 △ 91 △ 2,406 △ 2,494 525 2,077 2,603

連結業務純益 5,118 15,910 △ 1,415 19,613 34,195 5,242 39,437

業務粗利益 88,663 77,344 82,801 15,327 264,137 3,225 1,374,939

金利収益 8,001 15,292 58,542 813 82,651 22,746 681,141

非金利収益 80,661 62,051 24,259 14,513 181,486 △ 19,521 693,797

経費 △ 66,057 △ 59,605 △ 31,634 △ 8,211 △ 165,509 30,234 △ 700,041

その他損益 △ 977 △ 8,697 △ 19,212 △ 1,528 △ 30,415 △ 40,145 △ 76,133

連結業務純益 21,627 9,041 31,954 5,587 68,211 △ 6,685 598,764

(注)１．損失または減益の場合には、金額頭部に△を付しております。

　　２．連結業務純益＝三井住友銀行業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社経常利益×持分割合－内部取引（配当等）

　　３．その他損益＝三井住友銀行を除く連結子会社の営業外損益等＋持分法適用会社経常利益×持分割合等

　　４．ＳＭＢＣフレンド証券、ＳＭＢＣ日興証券、三井住友カード及びセディナの連結業務純益の欄には、各社の経常利益を示しており、三井住友ファ

　　　　イナンス＆リース及びＳＭＢＣコンシューマーファイナンスの連結業務純益の欄には、各社の連結経常利益を示しております。

　　５．プロミスは、平成24年７月１日に社名をＳＭＢＣコンシューマーファイナンスに変更しております。

　　６．その他事業等には、各セグメント間の内部取引として消去すべきものを含めております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

(注)１．損失または減益の場合には、金額頭部に△を付しております。

　　２．与信関係費用＝貸出金償却＋貸出債権売却損等－貸倒引当金戻入益－償却債権取立益

　　３．株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却

　　４．持分法適用会社損益調整＝持分法適用会社中間純利益×持分割合－持分法適用会社経常利益×持分割合

持分法適用会社損益調整

△ 133,603

△ 11,445

41,324

△ 8,771

△ 2,327

三井住友銀行の退職給付会計未認識債務償却

報告セグメント対象外の連結子会社経常利益

報告セグメント対象外ののれん償却額

銀行業

三井住友銀行

ＳＭＢＣ
フレンド証券

ＳＭＢＣ
日興証券

証券業

三井住友
ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ

リース業

その他

中間連結損益計算書の経常利益

△ 40,147

468,180

その他セディナ

三井住友銀行の株式等損益

SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰ
ﾌｧｲﾅﾝｽ

金額利益

連結業務純益

三井住友銀行の与信関係費用

598,764

24,385

コンシューマーファイナンス業
その他
事業等

その他 小計 その他 小計

合計
小計

三井住友
カード
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6.【中間財務諸表】 
(1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日現在） 

当中間会計期間 
(平成24年９月30日現在) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,323 53,600

その他 34,529 8,800

流動資産合計 101,852 62,400

固定資産   

有形固定資産 0 3

無形固定資産 16 63

投資その他の資産 6,051,591 6,155,487

関係会社株式 6,051,591 6,155,487

固定資産合計 6,051,608 6,155,555

資産合計 6,153,461 6,217,955

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,228,030 1,228,030

未払法人税等 16 12

賞与引当金 127 128

役員賞与引当金 83 －

その他 4,674 4,652

流動負債合計 1,232,931 1,232,823

固定負債   

社債 392,900 392,900

固定負債合計 392,900 392,900

負債合計 1,625,831 1,625,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,337,895 2,337,895

資本剰余金   

資本準備金 1,559,374 1,559,374

その他資本剰余金 63,592 24,346

資本剰余金合計 1,622,966 1,583,720

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 30,420 30,420

繰越利益剰余金 690,676 651,216

利益剰余金合計 721,096 681,636

自己株式 △154,926 △11,881

株主資本合計 4,527,031 4,591,371

新株予約権 598 860

純資産合計 4,527,629 4,592,231

負債純資産合計 6,153,461 6,217,955
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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) 

営業収益   

関係会社受取配当金 32,824 37,624

関係会社受入手数料 7,377 7,144

営業収益合計 40,202 44,768

営業費用   

販売費及び一般管理費 4,233 4,084

社債利息 8,234 8,234

営業費用合計 12,467 12,318

営業利益 27,734 32,450

営業外収益 76 80

営業外費用 3,054 3,757

経常利益 24,756 28,773

税引前中間純利益 24,756 28,773

法人税、住民税及び事業税 1 2

法人税等合計 1 2

中間純利益 24,754 28,771
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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 2,337,895 2,337,895

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,337,895 2,337,895

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,559,374 1,559,374

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,559,374 1,559,374

その他資本剰余金   

当期首残高 273,652 63,592

当中間期変動額   

自己株式の処分 △48 △39,245

自己株式の消却 △210,003 －

当中間期変動額合計 △210,051 △39,245

当中間期末残高 63,601 24,346

資本剰余金合計   

当期首残高 1,833,027 1,622,966

当中間期変動額   

自己株式の処分 △48 △39,245

自己株式の消却 △210,003 －

当中間期変動額合計 △210,051 △39,245

当中間期末残高 1,622,975 1,583,720

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 30,420 30,420

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 30,420 30,420

繰越利益剰余金   

当期首残高 684,883 690,676

当中間期変動額   

剰余金の配当 △73,612 △68,230

中間純利益 24,754 28,771

当中間期変動額合計 △48,857 △39,459

当中間期末残高 636,026 651,216
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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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 715,303 721,096

当中間期変動額   

剰余金の配当 △73,612 △68,230

中間純利益 24,754 28,771

当中間期変動額合計 △48,857 △39,459

当中間期末残高 666,446 681,636

自己株式   

当期首残高 △43,482 △154,926

当中間期変動額   

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 60 143,085

自己株式の消却 210,003 －

当中間期変動額合計 30 143,045

当中間期末残高 △43,451 △11,881

株主資本合計   

当期首残高 4,842,743 4,527,031

当中間期変動額   

剰余金の配当 △73,612 △68,230

中間純利益 24,754 28,771

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 12 103,839

自己株式の消却 － －

当中間期変動額合計 △258,877 64,339

当中間期末残高 4,583,865 4,591,371

新株予約権   

当期首残高 170 598

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）

177 262

当中間期変動額合計 177 262

当中間期末残高 347 860

純資産合計   

当期首残高 4,842,914 4,527,629

当中間期変動額   

剰余金の配当 △73,612 △68,230

中間純利益 24,754 28,771

自己株式の取得 △210,032 △40

自己株式の処分 12 103,839

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

177 262

当中間期変動額合計 △258,700 64,601

当中間期末残高 4,584,213 4,592,231
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