
平成18年7月5日

各　　　位

会   社   名 . 株 式 会 社   第  三  銀  行
代 表 者 名 . 取 締 役 頭 取  谷  川  憲  三
コード番号 . 8529 （東証第1部　名証第1部）

問 合 せ 先 . 執行役員 総合企画部長 岩 間  弘
電　　　話 . 0598-23-1111

（訂正）平成18年3月期決算短信(連結）の一部訂正について

　平成18年5月16日に開示いたしました「平成18年3月期決算短信（連結）」及び添付資料
におきまして、一部誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。

　　　　　　　　　　記

【訂正内容】（訂正箇所には下線を付しております）
Ⅰ．平成18年3月期決算短信（連結）（１ページ）
１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）
（３）連結キャッシュ・フローの状況
　　　　訂正前

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

百万円 百万円

18年3月期  1,864 △ 43,146

17年3月期 43,923 △ 10,129

　　　　訂正後

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

百万円 百万円

18年3月期  2,455 △ 43,737

17年3月期 43,923 △ 10,129

－１－



株式会社　第　三　銀　行
Ⅱ．平成18年3月期決算短信（連結）添付資料（１１ページ） 株式会社　第　三　銀　行

連結キャッシュ・フロー計算書

訂正前

（金額単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

自 平成17年4月 1日 自 平成16年4月 1日 比　　較
至 平成18年3月31日 至 平成17年3月31日

Ⅰ  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 4,135 3,707 428

減価償却費 5,641 5,915 △274

貸倒引当金の増加額 392 △2,411 2,803

賞与引当金の増加額 28 △19 47

退職給付引当金の増加額 59 20 39

資金運用収益 △32,132 △31,407 △725

資金調達費用 1,800 1,476 324

有価証券関係損益（△） △2,751 △4,567 1,816

金銭の信託の運用損益（△） △1,885 △155 △1,730

為替差損益（△） △2 1 △3

動産不動産処分損益（△） 136 172 △36

 役員賞与の支払額 △24 △21 △3

 貸出金の純増（△）減 △13,674 △13,199 △475

 預金の純増減（△） 24,910 26,672 △1,762

商品有価証券の純増（△）減 △456 △192 △264

 コールローン等の純増（△）減 △3,171 - △3,171

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,184 24,919 △23,735

 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 219 1,811 △1,592

 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △816 1,825 △2,641

 その他資産の純増（△）減 △8,879 △1,692 △7,187

 その他負債の純増減（△） △3,008 1,202 △4,210

 外国為替（資産）の純増（△）減 293 △73 366

 外国為替（負債）の純増減（△） △8 2 △10

 資金運用による収入 31,887 31,052 835

 資金調達による支出 △1,945 △734 △1,211

         小　   計 1,934 44,305 △42,371

 法人税等の支払額 △69 △381 312

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,864 43,923 △42,059

Ⅱ  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 △156,412 △135,027 △21,385

 有価証券の売却による収入 76,853 99,351 △22,498

 有価証券の償還による収入 38,351 28,591 9,760

 金銭の信託の増加による支出 △993 - △993

 動産不動産の取得による支出 △3,384 △3,859 475

 動産不動産の売却による収入 2,438 814 1,624

 投資活動によるキャッシュ・フロー △43,146 △10,129 △33,017

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

 劣後特約付社債の発行による収入 - 10,000 △10,000

 劣後特約付借入金の返済による支出 △2,000 - △2,000

 配当金支払額 △920 △920 0

 少数株主への配当金支払額 △7 △7 0

 自己株式の取得による支出 △16 △28 12

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,944 9,043 △11,987

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △1 3

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額 △44,223 42,835 △87,058

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 120,842 78,007 42,835

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 76,618 120,842 △44,224

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－２－



株式会社　第　三　銀　行
Ⅱ．平成18年3月期決算短信（連結）添付資料（１１ページ） 株式会社　第　三　銀　行

連結キャッシュ・フロー計算書

訂正後

（金額単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

自 平成17年4月 1日 自 平成16年4月 1日 比　　較
至 平成18年3月31日 至 平成17年3月31日

Ⅰ  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 4,135 3,707 428

減価償却費 5,641 5,915 △274
減損損失 590 - 590

貸倒引当金の増加額 392 △2,411 2,803

賞与引当金の増加額 28 △19 47

退職給付引当金の増加額 59 20 39

資金運用収益 △32,132 △31,407 △725

資金調達費用 1,800 1,476 324

有価証券関係損益（△） △2,751 △4,567 1,816

金銭の信託の運用損益（△） △1,885 △155 △1,730

為替差損益（△） △2 1 △3

動産不動産処分損益（△） 136 172 △36

 役員賞与の支払額 △24 △21 △3

 貸出金の純増（△）減 △13,674 △13,199 △475

 預金の純増減（△） 24,910 26,672 △1,762

商品有価証券の純増（△）減 △456 △192 △264

 コールローン等の純増（△）減 △3,171 - △3,171

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,184 24,919 △23,735

 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 219 1,811 △1,592

 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △816 1,825 △2,641

 その他資産の純増（△）減 △8,879 △1,692 △7,187

 その他負債の純増減（△） △3,008 1,202 △4,210

 外国為替（資産）の純増（△）減 293 △73 366

 外国為替（負債）の純増減（△） △8 2 △10

 資金運用による収入 31,887 31,052 835

 資金調達による支出 △1,945 △734 △1,211

         小　   計 2,525 44,305 △41,780

 法人税等の支払額 △69 △381 312

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,455 43,923 △41,468

Ⅱ  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 △156,412 △135,027 △21,385

 有価証券の売却による収入 76,853 99,351 △22,498

 有価証券の償還による収入 38,351 28,591 9,760

 金銭の信託の増加による支出 △993 - △993

 動産不動産の取得による支出 △3,384 △3,859 475

 動産不動産の売却による収入 1,847 814 1,033

 投資活動によるキャッシュ・フロー △43,737 △10,129 △33,608

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

 劣後特約付社債の発行による収入 - 10,000 △10,000

 劣後特約付借入金の返済による支出 △2,000 - △2,000

 配当金支払額 △920 △920 0

 少数株主への配当金支払額 △7 △7 0

 自己株式の取得による支出 △16 △28 12

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,944 9,043 △11,987

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △1 3

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額 △44,223 42,835 △87,058

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 120,842 78,007 42,835

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 76,618 120,842 △44,224

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－３－
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