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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）
（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
親会社株主に帰属する

中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期中間期 5,639,129 △5.5 360,636 △10.4 178,951 △24.4

2020年３月期中間期 5,969,326 △4.8 402,623 △3.2 236,599 5.8
(注)包括利益 2021年３月期中間期 2,759,243百万円( 316.0％) 2020年３月期中間期 663,202百万円( －％)

　
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

2021年３月期中間期 44.26 －
2020年３月期中間期 58.52 －

　

(注) 「潜在株式調整後１株当たり中間純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期中間期 296,211,387 15,261,029 4.4

2020年３月期 286,098,449 12,616,774 3.8
(参考) 自己資本 2021年３月期中間期 13,148,978百万円 2020年３月期 10,934,152百万円

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 － 0.00
2021年３月期(予想) － 50.00 50.00

　

(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
(注２)配当予想の修正については、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関する
　 お知らせ」をご参照ください。
　 なお、2021年３月期の配当原資は、資本剰余金となる見込みです。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

経常収益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 11,360,000 △4.9 620,000 △28.3 340,000 △29.7 84.09
　

(注１)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)連結業績予想の修正については、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関する
　 お知らせ」をご参照ください。

　　



※ 注記事項

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期中間期 4,500,000,000株 2020年３月期 4,500,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期中間期 456,635,301株 2020年３月期 456,667,501株

③ 期中平均株式数（中間期） 2021年３月期中間期 4,043,349,612株 2020年３月期中間期 4,043,225,669株
　

(注) 期末自己株式数には、株式給付信託が保有する当社株式が、2021年３月期中間期496,100株、2020年３月期
528,300株含まれております。また、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、株式給付信託が
保有する当社株式が、2021年３月期中間期511,187株、2020年３月期中間期635,130株含まれております。

(個別業績の概要)
１．2021年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2020年４月１日～2020年９月30日）
（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 ％

2021年３月期中間期 128,284 △16.8 100,602 △21.1 105,466 △18.8 △2,931,673 －

2020年３月期中間期 154,146 0.2 127,573 0.9 129,887 1.9 270,814 108.3
　

１株当たり
中間純利益

円 銭

2021年３月期中間期 △725.06

2020年３月期中間期 66.98
　

　
（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期中間期 5,076,287 5,004,603 98.6

2020年３月期 8,129,402 8,031,667 98.8

(参考) 自己資本 2021年３月期中間期 5,004,603百万円 2020年３月期 8,031,667百万円

　
※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績予想等将来に関する記述は、当社が現在把握している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、当社としてその達成を約束するものではありません。実際の業績等は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大による影響、金利の変動、株価の変動、為替相場の変動、保有資産の価値変動、経
済・金融環境の変動、競争条件の変化、大規模災害等の発生、法規制の変更等様々な要因により大きく異なる可
能性があります。
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１．当中間決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当中間連結会計期間の経常収益は、郵便・物流事業セグメントが964,257百万円（前年同期比27,902百万円減）、

金融窓口事業セグメントが617,308百万円（前年同期比48,706百万円減）、国際物流事業セグメントが373,720百万

円（前年同期比55,297百万円増）、銀行業セグメントが830,516百万円（前年同期比79,468百万円減）、生命保険業

セグメントが3,385,358百万円（前年同期比275,973百万円減）となったことなどにより、連結経常収益は5,639,129

百万円（前年同期比330,196百万円減）となりました。また、経常利益は、郵便・物流事業セグメントが7,370百万

円の経常利益（前年同期比21,918百万円減）、金融窓口事業セグメントが23,010百万円の経常利益（前年同期比

13,217百万円減）、国際物流事業セグメントが11,341百万円の経常損失（前年同期は11,322百万円の経常損失）、

銀行業セグメントが172,002百万円の経常利益（前年同期比29,135百万円減）、生命保険業セグメントが162,723百

万円の経常利益（前年同期比21,219百万円増）となったことなどにより、連結経常利益は360,636百万円（前年同期

比41,986百万円減）となりました。

　以上の結果、連結経常利益に、特別損益、契約者配当準備金繰入額、法人税等及び非支配株主に帰属する中間純

利益を加減した親会社株主に帰属する中間純利益は、178,951百万円（前年同期比57,647百万円減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産の部

資産の部合計は、前連結会計年度末比10,112,938百万円増の296,211,387百万円となりました。

主な要因は、現金預け金4,625,816百万円の増、有価証券3,898,073百万円の増、貸出金1,591,935百万円の増の

一方、債券貸借取引支払保証金797,224百万円の減、コールローン350,000百万円の減によるものです。

② 負債の部

負債の部合計は、前連結会計年度末比7,468,682百万円増の280,950,357百万円となりました。

主な要因は、貯金4,525,937百万円の増、借用金3,942,685百万円の増の一方、責任準備金1,389,683百万円の減

によるものです。

③ 純資産の部

純資産の部合計は、前連結会計年度末比2,644,255百万円増の15,261,029百万円となりました。

主な要因は、その他有価証券評価差額金2,130,461百万円の増、非支配株主持分429,428百万円の増の一方、為

替換算調整勘定2,282百万円の減によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期連結業績予想につきましては、2020年５月15日に公表した業績予想を修正いたしました。詳

細につきましては、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。
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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

現金預け金 53,680,384 58,306,201

コールローン 1,420,000 1,070,000

買現先勘定 9,731,897 10,172,035

債券貸借取引支払保証金 3,304,202 2,506,978

買入金銭債権 634,394 681,958

商品有価証券 31 30

金銭の信託 7,804,150 8,922,644

有価証券 191,127,051 195,025,125

貸出金 10,624,482 12,216,417

外国為替 147,469 234,056

その他資産 2,787,487 2,612,383

有形固定資産 3,186,558 3,156,550

無形固定資産 291,694 273,418

退職給付に係る資産 55,308 55,192

繰延税金資産 1,312,378 988,443

貸倒引当金 △9,043 △10,049

資産の部合計 286,098,449 296,211,387
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当中間連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

貯金 181,377,859 185,903,796

売現先勘定 14,855,624 15,656,797

保険契約準備金 64,191,926 62,735,274

支払備金 461,224 426,713

責任準備金 62,293,166 60,903,482

契約者配当準備金 1,437,535 1,405,078

債券貸借取引受入担保金 6,509,525 5,789,832

コマーシャル・ペーパー － 110,417

借用金 302,200 4,244,886

外国為替 511 441

社債 100,000 100,000

その他負債 2,820,086 2,356,498

賞与引当金 121,875 125,418

退職給付に係る負債 2,220,241 2,232,342

従業員株式給付引当金 605 309

役員株式給付引当金 984 806

睡眠貯金払戻損失引当金 80,324 76,949

保険金等支払引当金 29,722 7,817

特別法上の準備金 858,339 830,900

価格変動準備金 858,339 830,900

繰延税金負債 11,845 777,868

負債の部合計 273,481,674 280,950,357

純資産の部

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 4,084,763 4,085,184

利益剰余金 4,057,087 4,134,942

自己株式 △831,707 △831,661

株主資本合計 10,810,143 10,888,465

その他有価証券評価差額金 295,671 2,426,132

繰延ヘッジ損益 △291,823 △292,659

為替換算調整勘定 △89,698 △91,981

退職給付に係る調整累計額 209,860 219,022

その他の包括利益累計額合計 124,008 2,260,513

非支配株主持分 1,682,622 2,112,051

純資産の部合計 12,616,774 15,261,029

負債及び純資産の部合計 286,098,449 296,211,387
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

経常収益 5,969,326 5,639,129

郵便事業収益 1,286,105 1,318,047

銀行事業収益 909,174 829,693

生命保険事業収益 3,661,313 3,385,350

その他経常収益 112,732 106,038

経常費用 5,566,702 5,278,492

業務費 4,125,880 3,883,451

人件費 1,278,396 1,229,740

減価償却費 145,885 143,517

その他経常費用 16,539 21,782

経常利益 402,623 360,636

特別利益 34,834 33,377

固定資産処分益 2,454 2,379

特別法上の準備金戻入額 25,637 27,439

価格変動準備金戻入額 25,637 27,439

移転補償金 339 982

受取補償金 － 1,795

事業譲渡益 6,249 －

その他の特別利益 153 779

特別損失 6,079 15,380

固定資産処分損 1,854 1,127

減損損失 1,009 9,305

老朽化対策工事に係る損失 2,128 976

その他の特別損失 1,086 3,970

契約者配当準備金繰入額 54,558 47,281

税金等調整前中間純利益 376,820 331,351

法人税、住民税及び事業税 131,048 101,377

法人税等調整額 △34,254 4,125

法人税等合計 96,793 105,503

中間純利益 280,026 225,848

非支配株主に帰属する中間純利益 43,427 46,896

親会社株主に帰属する中間純利益 236,599 178,951
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

中間純利益 280,026 225,848

その他の包括利益 383,175 2,533,395

その他有価証券評価差額金 416,890 2,525,903

繰延ヘッジ損益 △6,980 △843

為替換算調整勘定 △3,887 △1,182

退職給付に係る調整額 △22,841 9,523

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △5

中間包括利益 663,202 2,759,243

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 533,780 2,315,447

非支配株主に係る中間包括利益 129,421 443,795
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,500,000 4,135,429 3,799,974 △831,887 10,603,516

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△24,426 △24,426

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,500,000 4,135,429 3,775,547 △831,887 10,579,089

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

親会社株主に帰属す

る中間純利益
236,599 236,599

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△50,674 △50,674

自己株式の処分 36 36

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － △50,674 135,502 36 84,865

当中間期末残高 3,500,000 4,084,755 3,911,050 △831,850 10,663,955

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延

ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 2,580,765 △55,415 △89,350 253,992 2,689,992 1,495,145 14,788,654

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△24,426

会計方針の変更を反映

した当期首残高
2,580,765 △55,415 △89,350 253,992 2,689,992 1,495,145 14,764,227

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096

親会社株主に帰属す

る中間純利益
236,599

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△50,674

自己株式の処分 36

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

216,193 △6,192 △2,140 △23,499 184,360 591,375 775,736

当中間期変動額合計 216,193 △6,192 △2,140 △23,499 184,360 591,375 860,602

当中間期末残高 2,796,958 △61,608 △91,490 230,493 2,874,353 2,086,521 15,624,830
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　 当中間連結会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,500,000 4,084,763 4,057,087 △831,707 10,810,143

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,500,000 4,084,763 4,057,087 △831,707 10,810,143

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

親会社株主に帰属す

る中間純利益
178,951 178,951

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

421 421

自己株式の処分 45 45

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － 421 77,855 45 78,321

当中間期末残高 3,500,000 4,085,184 4,134,942 △831,661 10,888,465

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延

ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 295,671 △291,823 △89,698 209,860 124,008 1,682,622 12,616,774

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
295,671 △291,823 △89,698 209,860 124,008 1,682,622 12,616,774

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096

親会社株主に帰属す

る中間純利益
178,951

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

421

自己株式の処分 45

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

2,130,461 △835 △2,282 9,162 2,136,504 429,428 2,565,933

当中間期変動額合計 2,130,461 △835 △2,282 9,162 2,136,504 429,428 2,644,255

当中間期末残高 2,426,132 △292,659 △91,981 219,022 2,260,513 2,112,051 15,261,029
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（４）中間連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（追加情報）

保険契約に係る不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、

当社及び当社の連結子会社である日本郵便株式会社は、総務大臣及び金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受

け、当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険は、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けており、策

定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、当社グループをあげて取り組んでいるところであ

ります。併せて、株式会社かんぽ生命保険の保険契約のすべてのお客さまに対して、ご意向通りの契約となってい

るか確認し、お客さまに不利益が生じている場合は利益回復を行っております。

当中間連結会計期間において、お客さまの不利益を解消するための保険料の返戻や保険金のお支払いを保険金等

支払金等（業務費等）に、対応する責任準備金の調整額を責任準備金戻入額等（生命保険事業収益）にそれぞれ計

上しており、その純額15,866百万円を前連結会計年度末の保険金等支払引当金より取り崩すとともに、ご契約調査

の進展等を見積りに反映したことによる減少額6,038百万円を戻し入れております。その結果、当中間連結会計期

間末における保険金等支払引当金は7,817百万円となりました。なお、これら保険金等支払引当金の取り崩し及び

戻し入れの金額は、中間連結損益計算書上、生命保険事業収益に含まれております。
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（セグメント情報）

１．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計郵便・
物流事業

金融窓口
事業

国際物流
事業

銀行業 生命保険業 計

経常収益

外部顧客に対する
経常収益

945,588 78,144 373,624 829,693 3,385,350 5,612,400 24,006 5,636,407

セグメント間の
内部経常収益

18,668 539,164 96 823 8 558,761 134,222 692,983

計 964,257 617,308 373,720 830,516 3,385,358 6,171,161 158,229 6,329,391

セグメント利益
又は損失（△）

7,370 23,010 △11,341 172,002 162,723 353,766 107,215 460,982

(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分には、報告セグメントに含まれていない宿泊事業、病院事業等が含まれております。ま

た、「その他」の区分のセグメント利益には当社が計上した関係会社受取配当金（97,209百万円）が含まれ

ております。

　

２．報告セグメント合計額と中間連結財務諸表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）

(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

（単位：百万円）

経常収益 当中間連結会計期間

報告セグメント計 6,171,161

「その他」の区分の経常収益 158,229

セグメント間取引消去 △692,983

調整額 2,721

中間連結損益計算書の経常収益 5,639,129

(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．「調整額」は、国際物流事業セグメントの経常収益の算出方法と中間連結損益計算書の経常収益の算出方法

の差異等によるものであります。

　

(2) 報告セグメントの利益又は損失の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

（単位：百万円）

利益 当中間連結会計期間

報告セグメント計 353,766

「その他」の区分の利益 107,215

セグメント間取引消去 △97,904

調整額 △2,440

中間連結損益計算書の経常利益 360,636

(注) 「調整額」は、国際物流事業セグメントのセグメント損失の算出方法と中間連結損益計算書の経常利益の算出

方法の差異等によるものであります。
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３．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 294,921 365,896

たな卸資産 248 221

前払費用 267 580

短期貸付金 24,936 32,736

未収入金 45,167 20,232

未収還付法人税等 54,886 21,671

その他 5,247 5,319

貸倒引当金 △3 △294

流動資産合計 425,671 446,363

固定資産

有形固定資産

建物 44,990 42,812

工具、器具及び備品 14,077 18,916

土地 90,308 90,093

その他 4,380 4,552

有形固定資産合計 153,757 156,374

無形固定資産 25,137 24,213

投資その他の資産

投資有価証券 12,850 13,997

関係会社株式 7,313,387 4,229,313

金銭の信託 198,341 202,854

長期貸付金 2,880 2,880

破産更生債権等 59 59

長期前払費用 2,355 2,118

前払年金費用 － 3,160

その他 174 164

貸倒引当金 △59 △59

投資損失引当金 △5,152 △5,152

投資その他の資産合計 7,524,836 4,449,336

固定資産合計 7,703,731 4,629,923

資産合計 8,129,402 5,076,287
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当中間会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 27,377 12,780

未払費用 902 840

未払法人税等 162 320

賞与引当金 1,637 1,698

ポイント引当金 402 386

その他 6,544 6,339

流動負債合計 37,026 22,366

固定負債

退職給付引当金 35,881 24,926

役員株式給付引当金 228 183

公務災害補償引当金 17,415 17,057

その他 7,183 7,149

固定負債合計 60,708 49,317

負債合計 97,734 71,684

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金

資本準備金 875,000 875,000

その他資本剰余金 3,628,856 3,628,856

資本剰余金合計 4,503,856 4,503,856

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 963,958 △2,068,811

利益剰余金合計 963,958 △2,068,811

自己株式 △831,707 △831,661

株主資本合計 8,136,107 5,103,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △104,439 △98,779

評価・換算差額等合計 △104,439 △98,779

純資産合計 8,031,667 5,004,603

負債純資産合計 8,129,402 5,076,287
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当中間会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業収益

ブランド価値使用料 6,838 6,698

関係会社受取配当金 121,873 97,209

受託業務収益 7,486 15,488

貯金旧勘定交付金 255 164

医業収益 7,010 6,363

宿泊事業収益 10,681 2,358

営業収益合計 154,146 128,284

営業費用

受託業務費用 8,007 17,003

医業費用 8,834 8,493

宿泊事業費用 13,047 8,685

管理費 △3,316 △6,500

営業費用合計 26,572 27,681

営業利益 127,573 100,602

営業外収益

受取配当金 1,064 3,400

受取賃貸料 1,311 1,326

その他 619 1,171

営業外収益合計 2,996 5,898

営業外費用

賃貸費用 543 628

その他 138 406

営業外費用合計 682 1,034

経常利益 129,887 105,466

特別利益

固定資産売却益 130 121

事業譲渡益 6,249 －

関係会社株式売却益 129,365 －

その他 60 198

特別利益合計 135,805 319

特別損失

固定資産除却損 1,112 96

減損損失 870 4,674

関係会社株式評価損 － 3,040,496

老朽化対策工事負担金 2,478 1,184

その他 232 312

特別損失合計 4,693 3,046,764

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 261,000 △2,940,978

法人税、住民税及び事業税 △9,814 △9,304

法人税等合計 △9,814 △9,304

中間純利益又は中間純損失（△） 270,814 △2,931,673
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（３）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金

合計

その他

利益剰余金
利益

剰余金

合計
繰越利益

剰余金

当期首残高 3,500,000 875,000 3,628,856 4,503,856 768,504 768,504

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

中間純利益 270,814 270,814

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － － － 169,718 169,718

当中間期末残高 3,500,000 875,000 3,628,856 4,503,856 938,222 938,222

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計自己株式
株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

繰延

ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △831,887 7,940,472 △29 － △29 7,940,442

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

中間純利益 270,814 270,814

自己株式の処分 36 36 36

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
△6,210 252 △5,958 △5,958

当中間期変動額合計 36 169,755 △6,210 252 △5,958 163,797

当中間期末残高 △831,850 8,110,227 △6,240 252 △5,987 8,104,239

　



日本郵政株式会社(6178) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 15 ―

当中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金

合計

その他

利益剰余金
利益

剰余金

合計
繰越利益

剰余金

当期首残高 3,500,000 875,000 3,628,856 4,503,856 963,958 963,958

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

中間純損失（△） △2,931,673 △2,931,673

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 － － － － △3,032,769 △3,032,769

当中間期末残高 3,500,000 875,000 3,628,856 4,503,856 △2,068,811 △2,068,811

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計自己株式
株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △831,707 8,136,107 △104,439 △104,439 8,031,667

当中間期変動額

剰余金の配当 △101,096 △101,096

中間純損失（△） △2,931,673 △2,931,673

自己株式の処分 45 45 45

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
5,660 5,660 5,660

当中間期変動額合計 45 △3,032,724 5,660 5,660 △3,027,064

当中間期末残高 △831,661 5,103,382 △98,779 △98,779 5,004,603

　


