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1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成21年4月1日～平成21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、21年9
月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 ％

21年9月中間期 1,566,910 △13.8 222,225 16.4 123,540 48.3
20年9月中間期 1,817,108 △12.5 190,962 △45.9 83,281 △51.2

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

21年9月中間期 128.05 125.97
20年9月中間期 10,092.43 9,964.41

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
連結自己資本比率

（第一基準）
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年9月中間期 117,531,379 6,102,967 3.4 3,645.47 13.13
21年3月期 119,637,224 4,611,764 2.1 2,790.27 11.47

（参考） 自己資本   21年9月中間期  3,963,418百万円 21年3月期  2,469,788百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況を記載しております。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況
につきましては、3ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 7,000.00 ― 20.00 ―
22年3月期 ― 45.00
22年3月期 

（予想）
― 45.00 90.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

経常収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,100,000 △12.7 490,000 981.4 220,000 ― 217.61
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4.  その他 
(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）  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項の変更に記載されるもの) 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名
SMFG Preferred Capital JPY 3 Limit
ed

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月中間期 1,017,711,777株 21年3月期  789,080,477株
② 期末自己株式数 21年9月中間期  17,056,152株 21年3月期  17,028,466株
③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期  922,966,966株 20年9月中間期  7,721,594株

（個別業績の概要） 

1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

21年9月中間期 32,594 △34.4 29,058 △37.1 17,067 △49.5 18,309 △42.9
20年9月中間期 49,659 107.5 46,193 124.2 33,771 189.7 32,074 242.5

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 13.84
20年9月中間期 3,416.32

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

21年9月中間期 5,263,574 3,835,717 72.9 3,471.58
21年3月期 4,057,313 2,977,547 73.4 3,389.38

（参考） 自己資本 21年9月中間期  3,835,717百万円 21年3月期  2,977,547百万円

2.  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、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
す。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化する可能性があることにご留意ください。 
２．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、第2四半期会計期間につ
いては、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 

営業収益 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 130,000 △3.5 115,000 △8.7 95,000 △7.1 80,000 △22.7 71.06
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（配当の状況）

「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。

【参考】指標算式

　　○ １株当たり予想当期純利益

（注）予想期中平均普通株式数（除く自己株式）を連結業績予想については961,811,295株、単体業績予想について

　　　は975,151,343株として算出しております。

（株式分割に伴う遡及修正値）

 当社は、平成21年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施いたしました。

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の普通株式1株当たり配当金及び1株当たり情報は以下のとおりで

 あります。

予想当期純利益－予想優先株式配当金総額

予想期中平均普通株式数（除く自己株式）

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

 21年3月期 ― 70.00 ― 20.00 90.00

普通株式1株当たり配当金

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ―

22年3月期 ―

22年3月期（予想） ―

21年3月期 ― ―

22年3月期 ―

22年3月期（予想） ―

第 六 種
優 先 株 式

44,250.00

67,500.00

44,250.00

第 四 種
優 先 株 式

67,500.00

67,500.00

44,250.00

44,250.00

第２四半期末

135,000.0067,500.00

第１四半期末

１株当たり配当金

期    末第３四半期末

135,000.00

合    計

88,500.00

88,500.00

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
100.92 99.64

 20年9月中間期（個別） 34.16

 20年9月中間期（連結）
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．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業務粗利益は１兆 660 億円となりました。厳しい経営環境ではありまし

たが、三井住友銀行における金利動向を的確に捉えた国債等債券損益の計上等により、ほぼ前年同期並

みの水準を確保しております。 

また、営業経費につきましては、経費削減への取組みを一段と強化したことから、前年同期比 59 億

円減少し、5,330 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、政府の景気対策効果や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、海外マーケットの状況改善等により、前年同期比 672 億円減少したこ

とを主因に、連結ベースでは前年同期比 337 億円減少の 2,685 億円となりました。 

以上の結果、経常利益は前年同期比 313 億円増益の 2,222 億円、特別損益や法人税等調整額等を勘案

した中間純利益は前年同期比 403 億円増益の 1,235 億円となりました。 

 

 

【連　結】

(4月～9月） 前年同期比

連 結 粗 利 益 10,660 △ 21 21,659 

営 業 経 費 △ 5,330 + 59 △ 10,634 

与 信 関 係 費 用 △ 2,685 + 337 △ 7,678 

株 式 等 損 益 △ 89 + 108 △ 1,837 

経 常 利 益 2,222 + 313 453 

中 間 純 利 益 1,235 + 403 △ 3,735 

【三井住友銀行単体】

業 務 粗 利 益 7,193 △ 157 15,249 

経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 ） △ 3,417 + 149 △ 7,015 

業        務        純       益   　（注） 3,776 △ 8 8,234 

う ち 国 債 等 債 券 損 益 389 + 434 261 

与 信 関 係 費 用 △ 1,569 + 672 △ 5,501 

株 式 等 損 益 △ 368 △ 197 △ 2,204 

経 常 利 益 1,471 + 250 361 

中 間 純 利 益 1,126 + 322 △ 3,011 

（注）業務純益：一般貸倒引当金繰入前

 21年度第２四半期累計期間 20年度
（参考）

（単位：億円）
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２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における連結ベースの総資産額は、前年度末比２兆 1,058 億円減少し 117

兆 5,314 億円となりました。また、純資産額は前年度末比１兆 4,912 億円増加の６兆 1,030 億円となり

ました。そのうち株主資本は、６月と７月に実施した新株式の発行のほか、中間純利益の計上等により、

前年度末比 9,680 億円増加し３兆 5,672 億円となっております。 

主要な勘定残高としましては、預金が前年度末比 3,985 億円増加し 75 兆 9,680 億円となり、貸出金

は同 5,792 億円減少し 64 兆 5,562 億円となりました。このうち、三井住友銀行単体の貸出金は、海外

での慎重なアセット運営や中国拠点の現地法人化の影響等により、前年度末比１兆 3,426 億円減少し

58 兆 8,987 億円となっております。 

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 694 億円増加の 1 兆 7,226

億円となりました。不良債権比率は前年度末比 0.11％増加して 2.39％となっておりますが、引続き低

い水準を維持しております。 

 
 
 
３．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、一部子会社、持分法適用会社が与信関係費用の増加等を主因に、予

想比若干の減益となりましたことから、平成21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。 

 経常収益  ３兆1,000億円（前回公表比 3,000億円減収） 

 経常利益    4,900億円（前回公表比  200億円減益） 

 当期純利益   2,200億円 

また、個別業績予想につきましても、次のとおり修正しております。 

 営業収益    1,300億円 

 営業利益    1,150億円（前回公表比   50億円減益） 

 経常利益     950億円（前回公表比    50億円減益） 

 当期純利益    800億円（前回公表比  200億円減益） 

 
 
 

４．その他 

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） 

期中における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動（新規 1 社）の詳細は、以下のとおりであり

ます。 

 

 

 

 

 

名称 住所 資本金の額 主要な事業の内容 議決権の所有割合

SMFG Preferred
Capital JPY 3
Limited

英領ケイマン諸島 347,300百万円
その他事業
（金融業）

100%

（注）資本金の額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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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)

当中間連結会計期間 
(平成21年９月30日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成21年３月31日現在) 

資産の部   

現金預け金 4,886,294 5,241,694

コールローン及び買入手形 893,872 633,655

買現先勘定 10,155 10,487

債券貸借取引支払保証金 1,313,881 1,820,228

買入金銭債権 929,646 1,024,050

特定取引資産 4,879,268 4,924,961

金銭の信託 9,177 8,985

有価証券 28,355,428 28,698,164

貸出金 64,556,160 65,135,319

外国為替 919,025 885,082

リース債権及びリース投資資産 1,913,518 1,968,347

その他資産 4,265,791 4,257,251

有形固定資産 1,032,632 1,008,801

無形固定資産 365,906 361,884

繰延税金資産 697,042 857,658

支払承諾見返 3,589,763 3,878,504

貸倒引当金 △1,086,187 △1,077,852

資産の部合計 117,531,379 119,637,224
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間 
(平成21年９月30日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成21年３月31日現在) 

負債の部   

預金 75,967,958 75,569,497

譲渡性預金 8,330,122 7,461,284

コールマネー及び売渡手形 2,962,996 2,499,113

売現先勘定 1,092,568 778,993

債券貸借取引受入担保金 2,935,045 7,589,283

特定取引負債 3,479,169 3,597,658

借用金 4,250,827 4,644,699

外国為替 216,545 281,145

短期社債 1,060,264 1,019,342

社債 3,655,779 3,683,483

信託勘定借 111,667 60,918

その他負債 3,624,623 3,803,046

賞与引当金 26,066 27,659

役員賞与引当金 － 513

退職給付引当金 35,314 35,643

役員退職慰労引当金 7,523 7,965

睡眠預金払戻損失引当金 9,600 11,767

特別法上の引当金 358 432

繰延税金負債 25,065 27,287

再評価に係る繰延税金負債 47,151 47,217

支払承諾 3,589,763 3,878,504

負債の部合計 111,428,411 115,025,460

純資産の部   

資本金 1,851,389 1,420,877

資本剰余金 492,070 57,245

利益剰余金 1,347,826 1,245,085

自己株式 △124,054 △124,024

株主資本合計 3,567,232 2,599,183

その他有価証券評価差額金 468,762 △14,649

繰延ヘッジ損益 △21,614 △20,835

土地再評価差額金 35,169 35,159

為替換算調整勘定 △86,132 △129,068

評価・換算差額等合計 396,185 △129,394

新株予約権 74 66

少数株主持分 2,139,474 2,141,908

純資産の部合計 6,102,967 4,611,764

負債及び純資産の部合計 117,531,379 119,637,224
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 1,817,108 1,566,910

資金運用収益 1,116,721 858,852

（うち貸出金利息） 798,557 654,985

（うち有価証券利息配当金） 182,855 126,234

信託報酬 1,268 540

役務取引等収益 345,903 321,694

特定取引収益 13,458 140,586

その他業務収益 327,158 236,399

その他経常収益 12,598 8,836

経常費用 1,626,145 1,344,685

資金調達費用 438,206 175,688

（うち預金利息） 202,906 80,017

役務取引等費用 61,903 62,165

特定取引費用 13,800 －

その他業務費用 222,468 254,194

営業経費 538,960 533,021

その他経常費用 350,806 319,615

経常利益 190,962 222,225

特別利益 2,523 10,895

特別損失 2,930 3,043

税金等調整前中間純利益 190,555 230,076

法人税、住民税及び事業税 46,433 64,943

法人税等調整額 15,790 △14,720

法人税等合計 62,223 50,222

少数株主利益 45,051 56,313

中間純利益 83,281 123,540
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,420,877 1,420,877

当中間期変動額   

新株の発行 － 430,512

当中間期変動額合計 － 430,512

当中間期末残高 1,420,877 1,851,389

資本剰余金   

前期末残高 57,826 57,245

当中間期変動額   

新株の発行 － 434,900

自己株式の処分 △67 △75

当中間期変動額合計 △67 434,825

当中間期末残高 57,759 492,070

利益剰余金   

前期末残高 1,740,610 1,245,085

在外子会社の会計処理変更に伴う期首利益剰
余金減少額

△3,132 －

当中間期変動額   

剰余金の配当 △59,431 △20,793

中間純利益 83,281 123,540

連結子会社の増加に伴う増加 2 3

連結子会社の減少に伴う増加 6 0

連結子会社の増加に伴う減少 △7 △5

連結子会社の減少に伴う減少 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △108 △5

当中間期変動額合計 23,742 102,740

当中間期末残高 1,761,220 1,347,826

自己株式   

前期末残高 △123,989 △124,024

当中間期変動額   

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 172 107

当中間期変動額合計 △251 △29

当中間期末残高 △124,240 △124,054
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 3,095,324 2,599,183

在外子会社の会計処理変更に伴う期首利益剰
余金減少額

△3,132 －

当中間期変動額   

新株の発行 － 865,413

剰余金の配当 △59,431 △20,793

中間純利益 83,281 123,540

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 105 32

連結子会社の増加に伴う増加 2 3

連結子会社の減少に伴う増加 6 0

連結子会社の増加に伴う減少 △7 △5

連結子会社の減少に伴う減少 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △108 △5

当中間期変動額合計 23,424 968,049

当中間期末残高 3,115,616 3,567,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 550,648 △14,649

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）

△87,511 483,412

当中間期変動額合計 △87,511 483,412

当中間期末残高 463,137 468,762

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △75,233 △20,835

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）

△38,921 △778

当中間期変動額合計 △38,921 △778

当中間期末残高 △114,154 △21,614

土地再評価差額金   

前期末残高 34,910 35,159

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）

141 9

当中間期変動額合計 141 9

当中間期末残高 35,052 35,169

為替換算調整勘定   

前期末残高 △27,323 △129,068

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）

△29,784 42,936

当中間期変動額合計 △29,784 42,936

当中間期末残高 △57,108 △86,132
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 483,002 △129,394

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）

△156,075 525,579

当中間期変動額合計 △156,075 525,579

当中間期末残高 326,926 396,185

新株予約権   

前期末残高 43 66

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）

12 8

当中間期変動額合計 12 8

当中間期末残高 56 74

少数株主持分   

前期末残高 1,645,705 2,141,908

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）

169,442 △2,434

当中間期変動額合計 169,442 △2,434

当中間期末残高 1,815,148 2,139,474

純資産合計   

前期末残高 5,224,076 4,611,764

在外子会社の会計処理変更に伴う期首利益剰余金
減少額

△3,132 －

当中間期変動額   

新株の発行 － 865,413

剰余金の配当 △59,431 △20,793

中間純利益 83,281 123,540

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 105 32

連結子会社の増加に伴う増加 2 3

連結子会社の減少に伴う増加 6 0

連結子会社の増加に伴う減少 △7 △5

連結子会社の減少に伴う減少 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △108 △5

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

13,379 523,154

当中間期変動額合計 36,804 1,491,203

当中間期末残高 5,257,748 6,102,967
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 190,555 230,076

減価償却費 58,235 63,449

減損損失 1,331 1,763

のれん償却額 6,285 9,037

持分法による投資損益（△は益） 6,138 20,042

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,043 31,386

賞与引当金の増減額（△は減少） △169 △1,007

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,171 △513

退職給付引当金の増減額（△は減少） 529 1,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △528 △475

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △2,598 △2,167

資金運用収益 △1,116,721 △858,852

資金調達費用 438,206 175,688

有価証券関係損益（△） 22,916 △35,140

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △73 71

為替差損益（△は益） 79,578 162,524

固定資産処分損益（△は益） 686 △9,014

特定取引資産の純増（△）減 235,921 103,515

特定取引負債の純増減（△） △335,661 △173,608

貸出金の純増（△）減 △1,614,687 942,489

預金の純増減（△） 863,036 414,421

譲渡性預金の純増減（△） 174,126 874,292

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

63,808 △392,066

有利息預け金の純増（△）減 131,845 △521,488

コールローン等の純増（△）減 160,603 △139,234

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 1,545,202 506,347

コールマネー等の純増減（△） △1,209,619 770,214

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △1,702,897 △4,654,237

外国為替（資産）の純増（△）減 △230,208 △37,906

外国為替（負債）の純増減（△） 24,004 △64,836

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △218 125,969

短期社債（負債）の純増減（△） 16,900 40,921

普通社債発行及び償還による増減（△） △95,369 △76,950

信託勘定借の純増減（△） 26,136 50,748

資金運用による収入 1,124,780 900,996

資金調達による支出 △424,919 △181,357

その他 △32,672 △1,095,415

小計 △1,590,644 △2,818,554

法人税等の支払額 △39,584 △31,796

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,630,228 △2,850,350
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △21,349,839 △23,171,622

有価証券の売却による収入 16,455,015 16,187,876

有価証券の償還による収入 7,584,824 8,304,496

金銭の信託の増加による支出 △1,778 △238

金銭の信託の減少による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △100,698 △82,527

有形固定資産の売却による収入 8,389 25,663

無形固定資産の取得による支出 △38,625 △35,692

無形固定資産の売却による収入 31 53

子会社株式の取得による支出 △21,925 －

子会社株式の売却による収入 363 －

子会社の自己株式の取得による支出 △20,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,352 △27,153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,725 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,511,133 1,200,855

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入金の返済による支出 △20,500 △58,000

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

149,600 251,160

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

△180,885 △181,220

株式の発行による収入 － 856,496

配当金の支払額 △59,396 △20,822

少数株主からの払込みによる収入 376,319 343,000

少数株主への払戻による支出 △186,534 △340,000

少数株主への配当金の支払額 △49,990 △47,664

自己株式の取得による支出 △423 △137

自己株式の処分による収入 105 32

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,294 802,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,936 △236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906,261 △846,885

現金及び現金同等物の期首残高 2,736,752 3,800,890

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △17,407

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 3,643,014 2,936,596
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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

(事業の種類別セグメント情報)

　前中間連結会計期間（自　平成20年 4月 1日　至　平成20年 9月30日） （単位：百万円）

銀 行 業 リ ー ス 業 その他事業 計 消去又は全社 連 結

経　　　常　　　収　　　益

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 1,426,233 173,984 216,890 1,817,108 － 1,817,108 

(2) セグメント間の内部経常収益 29,757 2,767 148,535 181,060 (181,060) －

計 1,455,990 176,752 365,425 1,998,168 (181,060) 1,817,108 

経 常 費 用 1,312,538 154,398 306,324 1,773,261 (147,115) 1,626,145 

経 常 利 益 143,451 22,354 59,101 224,907 (33,944) 190,962 

(注) 1.事業区分は内部管理上採用している区分によっております。また、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益
　及び経常利益を記載しております。

2.各事業の主な内容
　(1) 銀行業･･････････銀行業
　(2) リース業････････リース業
　(3) その他事業･･････証券、クレジットカード、投融資、融資、ベンチャーキャピタル、システム開発･情報処理業

　当中間連結会計期間（自　平成21年 4月 1日　至　平成21年 9月30日） （単位：百万円）

銀 行 業 リ ー ス 業 その他事業 計 消去又は全社 連 結

経　　　常　　　収　　　益

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 1,180,892 159,518 226,499 1,566,910 － 1,566,910 

(2) セグメント間の内部経常収益 26,600 1,391 128,424 156,416 (156,416) －

計 1,207,493 160,910 354,923 1,723,326 (156,416) 1,566,910 

経 常 費 用 1,033,568 141,390 307,026 1,481,985 (137,300) 1,344,685 

経 常 利 益 173,924 19,519 47,897 241,341 (19,116) 222,225 

(注) 1.事業区分は内部管理上採用している区分によっております。また、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益
　及び経常利益を記載しております。

2.各事業の主な内容
　(1) 銀行業･･････････銀行業
　(2) リース業････････リース業
　(3) その他事業･･････証券、クレジットカード、投融資、融資、ベンチャーキャピタル、システム開発･情報処理業
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(所在地別セグメント情報)

　前中間連結会計期間（自　平成20年 4月 1日　至　平成20年 9月30日） （単位：百万円）

日 本 米 州
欧 州 ・
中 近 東

ア ジ ア・
オセアニア

計 消去又は全社 連 結

経　　　常　　　収　　　益

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 1,453,386 120,897 132,713 110,111 1,817,108 － 1,817,108 

(2) セグメント間の内部経常収益 63,688 43,385 3,820 14,111 125,006 (125,006) －

計 1,517,075 164,283 136,533 124,223 1,942,115 (125,006) 1,817,108 

経 常 費 用 1,345,952 146,968 137,725 106,754 1,737,401 (111,255) 1,626,145 

（
経 常 利 益
△ は 経 常 損 失 ）

171,122 17,314 △1,192 17,468 204,714 (13,751) 190,962 

(注)1. 当社及び連結子会社について、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と国又は地域ごとに
　 区分の上、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 「米州」にはアメリカ合衆国、ブラジル連邦共和国、カナダ等が、「欧州・中近東」には英国、ドイツ連邦共和国、フランス共和
　 国等が、「アジア・オセアニア」には中華人民共和国、シンガポール共和国、オーストラリア連邦等が属しております。

　当中間連結会計期間（自　平成21年 4月 1日　至　平成21年 9月30日） （単位：百万円）

日 本 米 州
欧 州 ・
中 近 東

ア ジ ア・
オセアニア

計 消去又は全社 連 結

経　　　常　　　収　　　益

(1) 外 部 顧 客 に 対 す る 経 常 収 益 1,331,661 108,327 66,217 60,703 1,566,910 － 1,566,910 

(2) セグメント間の内部経常収益 13,652 54,438 1,621 2,428 72,140 (72,140) －

計 1,345,314 162,765 67,838 63,131 1,639,050 (72,140) 1,566,910 

経 常 費 用 1,203,227 103,661 65,505 34,798 1,407,193 (62,507) 1,344,685 

経 常 利 益 142,087 59,104 2,333 28,333 231,857 (9,632) 222,225 

(注)1. 当社及び連結子会社について、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と国又は地域ごとに
　 区分の上、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 「米州」にはアメリカ合衆国、ブラジル連邦共和国、カナダ等が、「欧州・中近東」には英国、ドイツ連邦共和国、フランス共和
　 国等が、「アジア・オセアニア」には中華人民共和国、シンガポール共和国、オーストラリア連邦等が属しております。

(海外経常収益) （単位：百万円）

%

%

(注)1. 一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。

 2. 海外経常収益は、国内銀行連結子会社の海外店取引、並びに在外連結子会社の取引に係る経常収益(ただし、連結会社間の内部経常
　 収益を除く。)で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

20.0

前中間連結会計期間

当中間連結会計期間

          自　平成21年 4月 1日
          至　平成21年 9月30日

235,248

363,722 1,817,108

15.01,566,910

海 外 経 常 収 益 の
期　　　　　　　　　　別 海 外 経 常 収 益 連 結 経 常 収 益

連結経常収益に占める割合

          自　平成20年 4月 1日
          至　平成20年 9月30日

㈱三井住友フィナンシャルグループ　（8316）　　平成22年３月期　第２四半期決算短信

-15-



6.【中間財務諸表】 
(1)【中間貸借対照表】 

(単位：百万円)

当中間会計期間 
(平成21年９月30日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日現在) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,441 1,281

その他 4,936 22,449

流動資産合計 27,377 23,730

固定資産   

有形固定資産 2 2

無形固定資産 10 11

投資その他の資産 5,236,183 4,033,568

関係会社株式 5,228,339 4,028,093

その他 7,844 5,475

固定資産合計 5,236,196 4,033,583

資産合計 5,263,574 4,057,313

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,078,030 1,078,030

未払法人税等 371 372

賞与引当金 98 102

その他 1,872 1,061

流動負債合計 1,080,372 1,079,566

固定負債   

社債 347,300 －

役員退職慰労引当金 183 199

固定負債合計 347,483 199

負債合計 1,427,856 1,079,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,851,389 1,420,877

資本剰余金   

資本準備金 1,072,868 642,355

その他資本剰余金 273,732 273,808

資本剰余金合計 1,346,601 916,163

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 650,736 653,487

利益剰余金合計 681,156 683,907

自己株式 △43,430 △43,400

株主資本合計 3,835,717 2,977,547

純資産合計 3,835,717 2,977,547

負債純資産合計 5,263,574 4,057,313
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

関係会社受取配当金 38,493 25,451

関係会社受入手数料 11,166 7,142

営業収益合計 49,659 32,594

営業費用   

販売費及び一般管理費 3,466 3,413

社債利息 － 122

営業費用合計 3,466 3,535

営業利益 46,193 29,058

営業外収益 142 253

営業外費用 12,563 12,244

経常利益 33,771 17,067

税引前中間純利益 33,771 17,067

法人税、住民税及び事業税 3,850 1,227

法人税等調整額 △2,153 △2,469

法人税等合計 1,696 △1,241

中間純利益 32,074 18,309
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,420,877 1,420,877

当中間期変動額   

新株の発行 － 430,512

当中間期変動額合計 － 430,512

当中間期末残高 1,420,877 1,851,389

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 642,355 642,355

当中間期変動額   

新株の発行 － 430,512

当中間期変動額合計 － 430,512

当中間期末残高 642,355 1,072,868

その他資本剰余金   

前期末残高 288,031 273,808

当中間期変動額   

自己株式の処分 △67 △75

当中間期変動額合計 △67 △75

当中間期末残高 287,963 273,732

資本剰余金合計   

前期末残高 930,386 916,163

当中間期変動額   

新株の発行 － 430,512

自己株式の処分 △67 △75

当中間期変動額合計 △67 430,437

当中間期末残高 930,319 1,346,601

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 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   

前期末残高 670,259 653,487

当中間期変動額   

剰余金の配当 △60,135 △21,059

中間純利益 32,074 18,309

当中間期変動額合計 △28,060 △2,750

当中間期末残高 642,199 650,736
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 700,679 683,907

当中間期変動額   

剰余金の配当 △60,135 △21,059

中間純利益 32,074 18,309

当中間期変動額合計 △28,060 △2,750

当中間期末残高 672,619 681,156

自己株式   

前期末残高 △83,194 △43,400

当中間期変動額   

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 172 107

当中間期変動額合計 △251 △29

当中間期末残高 △83,445 △43,430

株主資本合計   

前期末残高 2,968,749 2,977,547

当中間期変動額   

新株の発行 － 861,025

剰余金の配当 △60,135 △21,059

中間純利益 32,074 18,309

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 105 32

当中間期変動額合計 △28,378 858,169

当中間期末残高 2,940,370 3,835,717

純資産合計   

前期末残高 2,968,749 2,977,547

当中間期変動額   

新株の発行 － 861,025

剰余金の配当 △60,135 △21,059

中間純利益 32,074 18,309

自己株式の取得 △423 △137

自己株式の処分 105 32

当中間期変動額合計 △28,378 858,169

当中間期末残高 2,940,370 3,835,717
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(4）継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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