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(表示単位未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期中間期 928,818 △19.5 220,140 △32.3 158,645 △32.5

2022年３月期中間期 1,154,063 38.9 325,604 89.2 235,320 89.4

(注) 包括利益 2023年３月期中間期△632,773百万円( －％) 2022年３月期中間期 267,498百万円(△87.5％)

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

2023年３月期中間期 42.32 －

2022年３月期中間期 62.77 －

(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 ％

2023年３月期中間期 226,644,965 9,479,384 4.1

2022年３月期 232,954,480 10,302,261 4.4

(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 9,439,841百万円 2022年３月期 10,270,220百万円
　

(注) 「自己資本比率」は、「期末純資産の部合計－期末非支配株主持分」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。

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

2022年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期(予想) － 50.00 50.00
　

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 ％ 円 銭

通期 445,000 △9.3 320,000 △9.8 85.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　　



※ 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 ： 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

(注) 詳細は、【添付資料】Ｐ.７「(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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) 2023年３月期中間期 3,749,545,020株 2022年３月期 3,749,545,020株

② 期末自己株式数 2023年３月期中間期 1,506,903株 2022年３月期 755,900株

③ 期中平均株式数（中間期） 2023年３月期中間期 3,748,210,259株 2022年３月期中間期 3,748,730,303株

(注) 期末自己株式数には、株式給付信託が保有する当行株式が、2023年３月期中間期1,436,900株、2022年３月
期685,900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
信託が保有する当行株式が、2023年３月期中間期1,264,759株、2022年３月期中間期744,717株含まれており
ます。

(参考) 個別業績の概要

１．2023年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

(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 ％

2023年３月期中間期 920,975 △20.1 214,376 △34.1 155,466 △33.8

2022年３月期中間期 1,153,535 38.9 325,572 89.4 234,901 89.5

１株当たり中間純利益

円 銭

2023年３月期中間期 41.47

2022年３月期中間期 62.66

　

(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 ％

2023年３月期中間期 226,600,662 9,427,630 4.1

2022年３月期 232,922,083 10,263,563 4.4

(参考) 自己資本 2023年３月期中間期 9,427,630百万円 2022年３月期 10,263,563百万円
　

(注) 「自己資本比率」は、「期末純資産の部合計」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。

※ 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

　本資料は、株式会社ゆうちょ銀行（以下「当行」といいます。）及びその連結子会社（以下「当行グループ」と
いいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当行の発行する株式その他の
有価証券への勧誘を構成するものではありません。
　本資料には、見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、本資料の作成時
点において当行が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、こ
れらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）は、客観的に不正確
であったり、または将来実現しない可能性があります。
　このような事態の原因となりうる不確実性やリスクとしては、リスク管理方針及び手続の有効性に係るリスク、
市場リスク、市場流動性リスク、資金流動性リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク等、事業戦略・経営
計画に係るリスク、業務範囲の拡大等に係るリスク、事業環境等に係るリスク、新型コロナウイルス感染症の拡大
等の状況、国内外の金融政策に係るリスク、その他様々なものが挙げられますが、これらに限られません。当行グ
ループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると、当行が認識している重要な事実については、有価証
券報告書及び最新の四半期報告書をご参照ください。
　なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当行はそれ
らの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。したがって、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。
　また、本資料に記載されている当行グループ及び日本郵政グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報等か
ら引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当行は何らの検証も行っておらず、また、これを
保証するものではありません。また、本資料の内容は、事前の通知なく変更されることがあります。

　　



株式会社ゆうちょ銀行(7182) 2023年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

－1－

【添付資料】

○添付資料の目次

１．中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………２

(1) 中間連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………２

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ………………………………………………３

(3) 中間連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………５

(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………７

(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………７

(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………７

２．中間財務諸表 ……………………………………………………………………………………………８

(1) 中間貸借対照表 ………………………………………………………………………………………８

(2) 中間損益計算書 ………………………………………………………………………………………９

(3) 中間株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………10

　



株式会社ゆうちょ銀行(7182) 2023年３月期 第２四半期（中間期）決算短信

－2－

１．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
(2022年３月31日)

当中間連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

現金預け金 66,667,709 60,206,024

コールローン 2,470,000 2,360,000

買現先勘定 9,861,753 9,600,701

債券貸借取引支払保証金 － 454,022

買入金銭債権 397,301 380,828

商品有価証券 11 10

金銭の信託 5,828,283 6,448,317

有価証券 139,577,368 137,201,108

貸出金 4,441,967 5,423,078

外国為替 213,924 160,555

その他資産 3,250,444 4,089,963

有形固定資産 192,992 194,580

無形固定資産 53,702 60,047

繰延税金資産 77 66,784

貸倒引当金 △1,055 △1,058

資産の部合計 232,954,480 226,644,965

負債の部

貯金 193,438,613 193,721,259

売現先勘定 19,461,646 17,690,278

債券貸借取引受入担保金 1,514,438 1,683,721

借用金 5,603,600 226,500

外国為替 697 1,152

その他負債 2,124,978 3,640,371

賞与引当金 7,397 6,917

退職給付に係る負債 134,749 137,934

従業員株式給付引当金 515 251

役員株式給付引当金 365 345

睡眠貯金払戻損失引当金 58,813 56,848

繰延税金負債 306,402 －

負債の部合計 222,652,218 217,165,581

純資産の部

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 3,500,000 3,500,000

利益剰余金 2,414,349 2,385,521

自己株式 △902 △1,623

株主資本合計 9,413,447 9,383,897

その他有価証券評価差額金 1,391,873 822,833

繰延ヘッジ損益 △538,991 △770,213

退職給付に係る調整累計額 3,890 3,324

その他の包括利益累計額合計 856,772 55,943

非支配株主持分 32,041 39,542

純資産の部合計 10,302,261 9,479,384

負債及び純資産の部合計 232,954,480 226,644,965
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

経常収益 1,154,063 928,818

資金運用収益 770,574 611,199

（うち貸出金利息） 5,179 4,965

（うち有価証券利息配当金） 751,924 591,427

役務取引等収益 78,594 88,585

その他業務収益 69,679 100,844

その他経常収益 235,215 128,188

経常費用 828,459 708,678

資金調達費用 107,906 189,854

（うち貯金利息） 12,205 6,768

役務取引等費用 14,924 13,555

その他業務費用 31,004 29,448

営業経費 500,239 465,263

その他経常費用 174,384 10,555

経常利益 325,604 220,140

特別利益 5,693 －

固定資産処分益 5,693 －

特別損失 464 185

固定資産処分損 452 185

減損損失 12 0

税金等調整前中間純利益 330,832 219,954

法人税、住民税及び事業税 81,782 79,165

法人税等調整額 14,235 △20,242

法人税等合計 96,018 58,923

中間純利益 234,814 161,030

非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
帰属する中間純損失（△）

△505 2,385

親会社株主に帰属する中間純利益 235,320 158,645
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

中間純利益 234,814 161,030

その他の包括利益 32,684 △793,804

その他有価証券評価差額金 107,741 △562,015

繰延ヘッジ損益 △74,416 △231,222

退職給付に係る調整額 △639 △566

中間包括利益 267,498 △632,773

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 267,947 △642,183

非支配株主に係る中間包括利益 △448 9,410
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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 2021年４月１日 至 2021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 4,296,514 2,750,234 △1,300,844 9,245,904

会計方針の変更による

累積的影響額
△119 △119

会計方針の変更を反映した

当期首残高
3,500,000 4,296,514 2,750,115 △1,300,844 9,245,785

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473 △187,473

親会社株主に帰属する

中間純利益
235,320 235,320

自己株式の取得 △195 △195

自己株式の処分 251 251

自己株式の消却 △1,299,878 1,299,878 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
503,363 △503,363 －

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 － △796,514 △455,516 1,299,933 47,902

当中間期末残高 3,500,000 3,500,000 2,294,598 △910 9,293,687

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

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 2,488,982 △370,486 5,687 2,124,183 24,739 11,394,827

会計方針の変更による

累積的影響額
△119

会計方針の変更を反映した

当期首残高
2,488,982 △370,486 5,687 2,124,183 24,739 11,394,708

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473

親会社株主に帰属する

中間純利益
235,320

自己株式の取得 △195

自己株式の処分 251

自己株式の消却 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
107,683 △74,416 △639 32,627 4,526 37,154

当中間期変動額合計 107,683 △74,416 △639 32,627 4,526 85,056

当中間期末残高 2,596,666 △444,903 5,048 2,156,810 29,266 11,479,764
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当中間連結会計期間(自 2022年４月１日 至 2022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 3,500,000 2,414,349 △902 9,413,447

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 3,500,000 2,414,349 △902 9,413,447

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473 △187,473

親会社株主に帰属する

中間純利益
158,645 158,645

自己株式の取得 △978 △978

自己株式の処分 257 257

自己株式の消却 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

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 － － △28,828 △721 △29,549

当中間期末残高 3,500,000 3,500,000 2,385,521 △1,623 9,383,897

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

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 1,391,873 △538,991 3,890 856,772 32,041 10,302,261

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
1,391,873 △538,991 3,890 856,772 32,041 10,302,261

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473

親会社株主に帰属する

中間純利益
158,645

自己株式の取得 △978

自己株式の処分 257

自己株式の消却 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
△569,040 △231,222 △566 △800,829 7,501 △793,327

当中間期変動額合計 △569,040 △231,222 △566 △800,829 7,501 △822,877

当中間期末残高 822,833 △770,213 3,324 55,943 39,542 9,479,384
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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。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計

基準適用指針」という。)を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める

経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし

ました。これにより、取得原価をもって連結貸借対照表価額としていた一部の投資信託について、時価をもって連

結貸借対照表価額とすることに変更しております。
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２．中間財務諸表

　(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当中間会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

現金預け金 66,664,253 60,204,160

コールローン 2,470,000 2,360,000

買現先勘定 9,861,753 9,600,701

債券貸借取引支払保証金 － 454,022

買入金銭債権 397,301 380,828

商品有価証券 11 10

金銭の信託 5,828,283 6,448,317

有価証券 139,549,103 137,156,063

貸出金 4,441,967 5,423,078

外国為替 213,924 160,555

その他資産 3,250,352 4,089,770

その他の資産 3,250,352 4,089,770

有形固定資産 192,819 194,398

無形固定資産 53,367 59,580

繰延税金資産 － 70,230

貸倒引当金 △1,054 △1,056

資産の部合計 232,922,083 226,600,662

負債の部

貯金 193,441,929 193,724,062

売現先勘定 19,461,646 17,690,278

債券貸借取引受入担保金 1,514,438 1,683,721

借用金 5,603,600 226,500

外国為替 697 1,152

その他負債 2,124,933 3,640,229

未払法人税等 16,596 67,532

資産除去債務 39 99

その他の負債 2,108,297 3,572,597

賞与引当金 7,238 6,917

退職給付引当金 140,355 142,724

従業員株式給付引当金 515 251

役員株式給付引当金 365 345

睡眠貯金払戻損失引当金 58,813 56,848

繰延税金負債 303,985 －

負債の部合計 222,658,520 217,173,032

純資産の部

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 3,500,000 3,500,000

資本準備金 3,500,000 3,500,000

利益剰余金 2,413,168 2,381,161

その他利益剰余金 2,413,168 2,381,161

繰越利益剰余金 2,413,168 2,381,161

自己株式 △902 △1,623

株主資本合計 9,412,266 9,379,537

その他有価証券評価差額金 1,390,288 818,306

繰延ヘッジ損益 △538,991 △770,213

評価・換算差額等合計 851,297 48,092

純資産の部合計 10,263,563 9,427,630

負債及び純資産の部合計 232,922,083 226,600,662
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当中間会計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

経常収益 1,153,535 920,975

資金運用収益 770,310 611,050

（うち貸出金利息） 5,179 4,965

（うち有価証券利息配当金） 751,660 591,277

役務取引等収益 78,550 88,472

その他業務収益 69,679 100,174

その他経常収益 234,995 121,279

経常費用 827,962 706,599

資金調達費用 107,906 189,847

（うち貯金利息） 12,205 6,768

役務取引等費用 15,469 14,185

その他業務費用 31,004 29,448

営業経費 499,225 464,201

その他経常費用 174,357 8,916

経常利益 325,572 214,376

特別利益 5,693 －

固定資産処分益 5,693 －

特別損失 464 185

固定資産処分損 452 185

減損損失 12 0

税引前中間純利益 330,800 214,190

法人税、住民税及び事業税 81,729 79,025

法人税等調整額 14,168 △20,300

法人税等合計 95,898 58,724

中間純利益 234,901 155,466
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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 2021年４月１日 至 2021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

繰越利益剰余金

当期首残高 3,500,000 3,500,000 796,285 4,296,285 2,749,408

会計方針の変更による

累積的影響額
△119

会計方針の変更を反映した

当期首残高
3,500,000 3,500,000 796,285 4,296,285 2,749,289

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473

中間純利益 234,901

自己株式の取得

自己株式の処分

自己株式の消却 △1,299,878 △1,299,878

利益剰余金から

資本剰余金への振替
503,592 503,592 △503,592

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 － － △796,285 △796,285 △456,163

当中間期末残高 3,500,000 3,500,000 － 3,500,000 2,293,125

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 △1,300,844 9,244,849 2,487,770 △370,486 2,117,283 11,362,133

会計方針の変更による

累積的影響額
△119 △119

会計方針の変更を反映した

当期首残高
△1,300,844 9,244,730 2,487,770 △370,486 2,117,283 11,362,013

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473 △187,473

中間純利益 234,901 234,901

自己株式の取得 △195 △195 △195

自己株式の処分 251 251 251

自己株式の消却 1,299,878 － －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
108,888 △74,416 34,472 34,472

当中間期変動額合計 1,299,933 47,484 108,888 △74,416 34,472 81,956

当中間期末残高 △910 9,292,214 2,596,659 △444,903 2,151,755 11,443,969
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　 当中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022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

繰越利益剰余金

当期首残高 3,500,000 3,500,000 － 3,500,000 2,413,168

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 3,500,000 － 3,500,000 2,413,168

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473

中間純利益 155,466

自己株式の取得

自己株式の処分

自己株式の消却

利益剰余金から

資本剰余金への振替

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 － － － － △32,007

当中間期末残高 3,500,000 3,500,000 － 3,500,000 2,381,161

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 △902 9,412,266 1,390,288 △538,991 851,297 10,263,563

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
△902 9,412,266 1,390,288 △538,991 851,297 10,263,563

当中間期変動額

剰余金の配当 △187,473 △187,473

中間純利益 155,466 155,466

自己株式の取得 △978 △978 △978

自己株式の処分 257 257 257

自己株式の消却 － －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
△571,982 △231,222 △803,204 △803,204

当中間期変動額合計 △721 △32,728 △571,982 △231,222 △803,204 △835,933

当中間期末残高 △1,623 9,379,537 818,306 △770,213 48,092 9,427,630

　


