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(百万円未満切捨て)

1．2022年3月期の連結業績(2021年4月1日～2022年3月31日)

(1)連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期 4,111,127 5.4 1,040,621 46.4 706,631 37.8

2021年3月期 3,902,307 △15.0 711,018 △23.7 512,812 △27.1
(注) 包括利益 2022年3月期 561,887百万円(△61.6％) 2021年3月期 1,465,014百万円(292.8％)

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
自己資本

当期純利益率
総資産経常利益率

経常収益
経常利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年3月期 515.51 515.30 5.9 0.4 25.3

2021年3月期 374.26 374.08 4.6 0.3 18.2
(参考) 持分法投資損益 2022年3月期 28,511百万円 2021年3月期 24,972百万円

(2)連結財政状態
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

2022年3月期 257,704,625 12,197,331 4.7 8,825.53

2021年3月期 242,584,308 11,899,046 4.9 8,629.73
(参考) 自己資本 2022年3月期 12,098,215百万円 2021年3月期 11,826,418百万円
(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。

(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年3月期 1,545,423 △2,406,810 △485,338 65,832,072

2021年3月期 18,795,951 △7,679,878 △562,580 66,811,212

2．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2021年3月期 － 95.00 － 95.00 190.00 260,381 50.8 2.3

2022年3月期 － 105.00 － 105.00 210.00 287,872 40.7 2.4

2023年3月期(予想) － 110.00 － 110.00 220.00 40.6
(注)「配当性向(連結)」は、 普通株式配当金総額を親会社株主に帰属する当期純利益で除して算出しております。なお、 当社
は2021年11月12日開催の取締役会において自己株式の取得について決議しており、 2023年3月期(予想)の「配当性向(連結)」
については、 当該自己株式の取得の影響を考慮しております。
(注)「純資産配当率(連結)」は、 普通株式配当金総額を((期首自己資本＋期末自己資本)÷2)で除して算出しております。

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)

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 ％ 円 銭

通期 730,000 3.3 542.42
(注)予想1株当たり当期純利益は、 予想親会社株主に帰属する当期純利益を2022年3月期末の発行済普通株式数(除く自己株
式)に2021年11月12日開催の取締役会において決議した自己株式の取得を考慮した株式数で除して算出しております。



※ 注記事項
(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) ： 無

新規 ― 社 (社名) 、 除外 ― 社 (社名)

(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.2「1.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)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2022年3月期 1,374,362,102株 2021年3月期 1,374,040,061株

② 期末自己株式数 2022年3月期 3,542,321株 2021年3月期 3,612,302株

③ 期中平均株式数 2022年3月期 1,370,737,664株 2021年3月期 1,370,213,741株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、 【添付資料】 P.15「(1株当たり情報)」をご覧くだ
さい。

(参考)個別業績の概要

2022年3月期の個別業績(2021年4月1日～2022年3月31日)

(1)個別経営成績 (％表示は対前期増減率)
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期 616,052 27.4 403,398 40.0 393,006 40.7 395,167 40.1

2021年3月期 483,459 △42.0 288,137 △54.9 279,402 △55.6 281,966 △55.7

1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2022年3月期 288.29 288.17

2021年3月期 205.78 205.68

(2)個別財政状態
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

2022年3月期 16,253,088 6,105,832 37.6 4,453.07

2021年3月期 15,025,382 5,983,656 39.8 4,364.96

(参考) 自己資本 2022年3月期 6,104,357百万円 2021年3月期 5,981,865百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、 保有株式に係るリスク、 不良債権残
高及び与信関係費用の増加、 当社グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、 合併事業・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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１．サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし

ました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており

ます。

この結果、当連結会計年度の期首の「利益剰余金」が8,502百万円減少しております。 
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２．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度の連結業務純益は、市場事業部門が債券売却益の減少等により減益となった一方、

国内外の企業活動の回復を受け対顧３事業部門が好調であった他、円安の影響もあり前連結会計年

度比 689 億円増益の１兆 1,529 億円となりました。 

与信関係費用は、大口先への引当計上や、ロシア・ウクライナ情勢を踏まえた引当の計上を実施

したものの、前連結会計年度に計上した引当金の戻りが発生したことにより、前連結会計年度比 861

億円減少の 2,744 億円となりました。 

以上の結果、経常利益は前連結会計年度比 3,296 億円増益の 1 兆 406 億円となりました。 

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、株式会社三井住友銀行及び株式会社ＳＭＢＣ信託銀

行において固定資産の減損損失を計上したこと等から、前連結会計年度比 1,938 億円増益の 7,066

億円となりました。 

 

【連 結】

前年度比

11,529 + 689 

29,455 + 1,393 

△ 18,211 △ 740 

285 + 35 

△ 2,744 + 861 

10,406 + 3,296 

7,066 + 1,938 

【三井住友銀行単体】

7,219 + 568 

15,792 + 975 

△ 8,572 △ 407 

△ 1,611 + 816 

7,460 + 3,099 

5,463 + 2,083 

（注）業務純益：一般貸倒引当金繰入前

与 信 関 係 費 用

経 常 利 益

当 期 純 利 益

与 信 関 係 費 用

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

業 務 純 益 （ 注 ）

業 務 粗 利 益

経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 ）

（単位：億円）

2021年度

連 結 業 務 純 益

連 結 粗 利 益

営 業 経 費

持 分 法 に よ る 投 資 損 益

 

 

②2023 年３月期の業績予想 

通期の業績は、親会社株主に帰属する当期純利益 7,300 億円を予想しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

①業容 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比 15 兆 1,203 億円増加の 257 兆 7,046 億円と

なりました。 

主要な勘定残高といたしましては、貸出金は前連結会計年度末比５兆 7,013 億円増加の 90 兆

8,341 億円となりました。また、預金は前連結会計年度末比６兆 5,593 億円増加の 148 兆 5,855 億

円となりました。 

②純資産 

当連結会計年度末の純資産額は、前連結会計年度末比 2,983 億円増加の 12 兆 1,973 億円となり

ました。そのうち株主資本は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上や剰余金の配当等の結果、

前連結会計年度末比 4,252 億円増加の９兆 9,386 億円となりました。 

③キャッシュ・フロー  

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の「営業活

動によるキャッシュ・フロー」が前連結会計年度比 17 兆 2,505 億円減少の 1 兆 5,454 億円、有価

証券の取得・売却や有形固定資産の取得・売却等の「投資活動によるキャッシュ・フロー」が同５

兆 2,731 億円増加の△２兆 4,068 億円、配当金の支払等の「財務活動によるキャッシュ・フロー」

が同 772 億円増加の△4,853 億円となりました。その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等

物の残高は前連結会計年度末比 9,791 億円減少の 65 兆 8,321 億円となりました。 

 

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 

当社は、日本基準を適用しております。 

なお、当社は、ニューヨーク証券取引所に米国預託証券（ＡＤＲ）を上場しておりますことから、

別途国際会計基準（ＩＦＲＳ）による連結財務諸表を作成するとともに、将来のＩＦＲＳ適用に向

けた検討を行っております。 

 

 

 

㈱三井住友フィナンシャルグループ （8316） 2022年３月期 決算短信

- 4 -



４．【連結財務諸表】

（１）【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日現在)

当連結会計年度
(2022年３月31日現在)

資産の部

現金預け金 72,568,875 74,792,123

コールローン及び買入手形 2,553,463 1,965,134

買現先勘定 5,565,119 6,035,507

債券貸借取引支払保証金 5,827,448 5,649,632

買入金銭債権 4,665,244 5,370,377

特定取引資産 6,609,195 7,351,878

金銭の信託 309 310

有価証券 36,549,043 38,538,724

貸出金 85,132,738 90,834,056

外国為替 2,173,189 2,812,104

リース債権及びリース投資資産 236,392 228,608

その他資産 8,590,785 10,175,873

有形固定資産 1,458,991 1,457,254

賃貸資産 465,147 456,108

建物 370,531 357,930

土地 457,920 449,380

リース資産 23,589 24,018

建設仮勘定 17,394 26,991

その他の有形固定資産 124,408 142,824

無形固定資産 738,759 898,817

ソフトウエア 475,360 460,468

のれん 147,508 320,640

リース資産 769 584

その他の無形固定資産 115,120 117,123

退職給付に係る資産 565,534 623,045

繰延税金資産 29,840 66,720

支払承諾見返 9,978,396 11,722,239

貸倒引当金 △659,017 △817,784

資産の部合計 242,584,308 257,704,625
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日現在)

当連結会計年度
(2022年３月31日現在)

負債の部

預金 142,026,156 148,585,460

譲渡性預金 12,570,617 13,069,796

コールマネー及び売渡手形 1,368,515 1,129,999

売現先勘定 15,921,103 19,359,965

債券貸借取引受入担保金 2,421,353 1,580,580

コマーシャル・ペーパー 1,686,404 1,866,366

特定取引負債 5,357,649 6,377,968

借用金 17,679,690 18,877,990

外国為替 1,113,037 1,216,893

短期社債 585,000 442,000

社債 9,043,031 9,808,107

信託勘定借 2,321,223 2,443,873

その他負債 7,741,638 8,415,621

賞与引当金 89,522 89,894

役員賞与引当金 4,408 4,064

退職給付に係る負債 35,334 40,864

役員退職慰労引当金 1,081 1,087

ポイント引当金 24,655 25,000

睡眠預金払戻損失引当金 9,982 5,767

利息返還損失引当金 140,758 135,084

特別法上の引当金 3,902 3,902

繰延税金負債 532,193 275,570

再評価に係る繰延税金負債 29,603 29,193

支払承諾 9,978,396 11,722,239

負債の部合計 230,685,262 245,507,293

純資産の部

資本金 2,341,274 2,341,878

資本剰余金 693,205 693,664

利益剰余金 6,492,586 6,916,468

自己株式 △13,698 △13,402

株主資本合計 9,513,367 9,938,608

その他有価証券評価差額金 2,094,605 1,632,080

繰延ヘッジ損益 14,723 △80,061

土地再評価差額金 36,251 36,320

為替換算調整勘定 40,390 450,143

退職給付に係る調整累計額 127,080 121,123

その他の包括利益累計額合計 2,313,051 2,159,606

新株予約権 1,791 1,475

非支配株主持分 70,836 97,641

純資産の部合計 11,899,046 12,197,331

負債及び純資産の部合計 242,584,308 257,704,625
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（２）【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

経常収益 3,902,307 4,111,127

資金運用収益 1,853,039 1,907,991

貸出金利息 1,367,726 1,367,464

有価証券利息配当金 283,786 347,883

コールローン利息及び買入手形利息 11,896 15,563

買現先利息 10,056 6,166

債券貸借取引受入利息 4,407 1,068

預け金利息 17,891 21,334

リース受入利息 6,540 6,932

延払利息 24,712 23,259

その他の受入利息 126,021 118,317

信託報酬 4,895 5,940

役務取引等収益 1,298,373 1,414,867

特定取引収益 199,647 101,293

その他業務収益 365,761 369,898

賃貸料収入 32,155 33,647

その他の業務収益 333,606 336,250

その他経常収益 180,589 311,136

償却債権取立益 12,850 13,552

その他の経常収益 167,739 297,583

経常費用 3,191,288 3,070,505

資金調達費用 517,822 380,007

預金利息 152,094 90,110

譲渡性預金利息 35,876 21,467

コールマネー利息及び売渡手形利息 1,786 1,412

売現先利息 7,097 5,872

債券貸借取引支払利息 203 357

コマーシャル・ペーパー利息 6,029 2,359

借用金利息 37,667 25,667

短期社債利息 63 10

社債利息 204,509 212,920

その他の支払利息 72,492 19,829

役務取引等費用 204,352 215,332

特定取引費用 － 130

その他業務費用 193,354 259,015

賃貸原価 23,419 24,989

その他の業務費用 169,935 234,026

営業経費 1,747,144 1,821,125

その他経常費用 528,613 394,893

貸倒引当金繰入額 233,875 180,004

その他の経常費用 294,737 214,889

経常利益 711,018 1,040,621
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

特別利益 9,440 1,707

固定資産処分益 9,035 1,707

金融商品取引責任準備金取崩額 － 0

その他の特別利益 404 －

特別損失 48,222 112,740

固定資産処分損 4,939 3,820

減損損失 42,525 108,920

金融商品取引責任準備金繰入額 757 －

税金等調整前当期純利益 672,237 929,588

法人税、住民税及び事業税 225,523 241,259

法人税等調整額 △69,177 △26,724

法人税等合計 156,346 214,535

当期純利益 515,890 715,052

非支配株主に帰属する当期純利益 3,077 8,421

親会社株主に帰属する当期純利益 512,812 706,631
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

当期純利益 515,890 715,052

その他の包括利益 949,124 △153,165

その他有価証券評価差額金 718,428 △460,361

繰延ヘッジ損益 △82,494 △112,631

為替換算調整勘定 80,177 381,076

退職給付に係る調整額 217,424 △6,865

持分法適用会社に対する持分相当額 15,587 45,617

包括利益 1,465,014 561,887

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,460,228 553,117

非支配株主に係る包括利益 4,785 8,770
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（３）【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31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 2,339,964 692,003 6,336,311 △13,983 9,354,296

会計方針の変更による

累積的影響額
△41,849 △41,849

会計方針の変更を反映した

当期首残高
2,339,964 692,003 6,294,462 △13,983 9,312,447

当期変動額

新株の発行 1,309 1,308 2,618

剰余金の配当 △267,143 △267,143

親会社株主に帰属する

当期純利益
512,812 512,812

自己株式の取得 △61 △61

自己株式の処分 △65 347 281

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△106 △106

持分法適用の関連会社の

減少に伴う減少
△48,054 △48,054

土地再評価差額金の取崩 574 574

利益剰余金から

資本剰余金への振替
65 △65 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 1,309 1,202 198,123 285 200,920

当期末残高 2,341,274 693,205 6,492,586 △13,698 9,513,367

その他の包括利益累計額

新株予約権
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

土地再評価

差額金

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 1,371,407 82,257 36,878 △32,839 △92,030 1,365,673 2,064 62,869 10,784,903

会計方針の変更による

累積的影響額
△41,849

会計方針の変更を反映した

当期首残高
1,371,407 82,257 36,878 △32,839 △92,030 1,365,673 2,064 62,869 10,743,054

当期変動額

新株の発行 2,618

剰余金の配当 △267,143

親会社株主に帰属する

当期純利益
512,812

自己株式の取得 △61

自己株式の処分 281

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△106

持分法適用の関連会社の

減少に伴う減少
△48,054

土地再評価差額金の取崩 574

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

当期変動額（純額）
723,198 △67,533 △627 73,229 219,110 947,377 △272 7,967 955,071

当期変動額合計 723,198 △67,533 △627 73,229 219,110 947,377 △272 7,967 1,155,992

当期末残高 2,094,605 14,723 36,251 40,390 127,080 2,313,051 1,791 70,836 11,899,046
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当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31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 2,341,274 693,205 6,492,586 △13,698 9,513,367

会計方針の変更による

累積的影響額
△8,502 △8,502

会計方針の変更を反映した

当期首残高
2,341,274 693,205 6,484,083 △13,698 9,504,865

当期変動額

新株の発行 603 603 1,207

剰余金の配当 △274,127 △274,127

親会社株主に帰属する

当期純利益
706,631 706,631

自己株式の取得 △74 △74

自己株式の処分 △50 370 320

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△144 △144

土地再評価差額金の取崩 △68 △68

利益剰余金から

資本剰余金への振替
50 △50 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 603 459 432,384 296 433,743

当期末残高 2,341,878 693,664 6,916,468 △13,402 9,938,608

その他の包括利益累計額

新株予約権
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

土地再評価

差額金

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 2,094,605 14,723 36,251 40,390 127,080 2,313,051 1,791 70,836 11,899,046

会計方針の変更による

累積的影響額
△8,502

会計方針の変更を反映した

当期首残高
2,094,605 14,723 36,251 40,390 127,080 2,313,051 1,791 70,836 11,890,544

当期変動額

新株の発行 1,207

剰余金の配当 △274,127

親会社株主に帰属する

当期純利益
706,631

自己株式の取得 △74

自己株式の処分 320

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△144

土地再評価差額金の取崩 △68

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

当期変動額（純額）
△462,524 △94,785 68 409,753 △5,957 △153,444 △316 26,805 △126,955

当期変動額合計 △462,524 △94,785 68 409,753 △5,957 △153,444 △316 26,805 306,787

当期末残高 1,632,080 △80,061 36,320 450,143 121,123 2,159,606 1,475 97,641 12,197,331
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（４）【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 672,237 929,588

減価償却費 207,815 222,298

減損損失 42,525 108,920

のれん償却額 19,365 19,618

段階取得に係る差損益（△は益） △404 －

持分法による投資損益（△は益） △24,972 △28,511

貸倒引当金の増減額（△は減少） 177,227 120,415

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,158 △2,422

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,061 △344

退職給付に係る資産負債の増減額 △335,174 △51,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △235 6

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,920 344

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） 5,294 △4,214

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △2,132 △5,673

資金運用収益 △1,853,039 △1,907,991

資金調達費用 517,822 380,007

有価証券関係損益（△） △174,302 △167,239

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △0 △0

為替差損益（△は益） △398,722 △645,090

固定資産処分損益（△は益） △4,096 2,113

特定取引資産の純増（△）減 578,416 △350,069

特定取引負債の純増減（△） △223,323 454,445

貸出金の純増（△）減 △2,316,636 △4,730,989

預金の純増減（△） 14,626,281 5,587,551

譲渡性預金の純増減（△） 2,388,038 463,396

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

2,454,998 906,048

有利息預け金の純増（△）減 △10,577 △2,667,375

コールローン等の純増（△）減 1,377,379 △128,064

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △822,344 177,815

コールマネー等の純増減（△） 364,533 2,956,428

コマーシャル・ペーパーの純増減（△） 307,253 99,900

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 35,745 △840,773

外国為替（資産）の純増（△）減 △110,014 △626,264

外国為替（負債）の純増減（△） △353,210 99,792

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △3,878 26,248

短期社債（負債）の純増減（△） 206,000 △143,000

普通社債発行及び償還による増減（△） △97,531 210,858

信託勘定借の純増減（△） 509,868 122,649

資金運用による収入 1,909,880 1,917,652

資金調達による支出 △559,951 △383,080

その他 △189,032 △303,148

小計 18,935,404 1,820,065

法人税等の支払額 △139,452 △274,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,795,951 1,545,423
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31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 △41,807,504 △36,938,512

有価証券の売却による収入 17,221,557 18,619,631

有価証券の償還による収入 17,208,608 16,426,401

金銭の信託の増加による支出 △0 △1

金銭の信託の減少による収入 44 0

有形固定資産の取得による支出 △145,946 △92,592

有形固定資産の売却による収入 26,434 1,180

無形固定資産の取得による支出 △178,765 △195,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△4,305 △227,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,679,878 △2,406,810

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 － △15,000

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

194,103 184,048

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

△488,640 △380,065

配当金の支払額 △267,119 △274,058

非支配株主からの払込みによる収入 100 68

非支配株主への配当金の支払額 △1,244 △628

自己株式の取得による支出 △61 △74

自己株式の処分による収入 281 320

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

0 －

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

－ 51

財務活動によるキャッシュ・フロー △562,580 △485,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 159,912 367,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,713,405 △979,140

現金及び現金同等物の期首残高 56,097,807 66,811,212

現金及び現金同等物の期末残高 66,811,212 65,832,072
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（５）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。

（セグメント情報）

当連結会計年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31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

（注）１．損失の場合には、金額頭部に△を付しております。

２．「その他」には、持分法による投資損益及び社内管理上の協働収益を含めております。

３．「本社管理等」には、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） 損失の場合には、金額頭部に△を付しております。

（単位：百万円）

ホールセール
事業部門

リテール
事業部門

グローバル
事業部門

市場事業部門 本社管理等 合計

連結粗利益 707,500 1,146,900 872,000 390,600 △171,495 2,945,505

営業経費 △303,600 △935,500 △461,300 △92,300 △28,425 △1,821,125

その他 65,800 3,500 20,500 39,800 △101,089 28,511

連結業務純益 469,700 214,900 431,200 338,100 △301,010 1,152,890

利益 金額

連結業務純益 1,152,890

その他経常収益（除く持分法による投資利益） 282,625

その他経常費用 △394,893

連結損益計算書の経常利益 1,040,621
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（１株当たり情報）

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

１株当たり純資産額 円 8,825.53

１株当たり当期純利益 円 515.51

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 515.30

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 706,631

普通株主に帰属しない金額 百万円 ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 706,631

普通株式の期中平均株式数 千株 1,370,737

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 百万円 ―

（うち連結子会社及び持分法適用の関連会社の潜在株式
による調整額）

百万円 ―

普通株式増加数 千株 561

（うち新株予約権） 千株 561

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要

―

当連結会計年度
（2022年３月31日現在）

純資産の部の合計額 百万円 12,197,331

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 99,116

（うち新株予約権） 百万円 1,475

（うち非支配株主持分） 百万円 97,641

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 12,098,215

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 千株 1,370,819
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