
 

 

 

 

平成 19 年 6 月 22 日 

 

各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 沖 縄 銀 行

代表社名 取 締 役 頭 取 安 里 昌 利

（コード番号 8397   東証第１部、福証）
取 締 役 

問合せ先
総合企画本部長 

松 川 義 則

（ＴＥＬ  ０９８－８６９－１２６１）

 

 

（訂正）平成 19 年 3 月期決算短信の訂正について 

 
 

平成 19 年 5 月 18 日に開示いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」の内容につきまし

て、一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、別紙のとおり、訂正させてい

ただきます。 

  
 
 

   
 
     

本件に関するお問合せ先 
(株)沖縄銀行 総合企画本部 主計・広報グループ 

電話：098－869－1261 

 
 
 



■該当頁：1頁

１. 平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日 ～ 平成19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

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
平成19年３月期 15,188 △ 12,746 △ 1,806 28,919

平成18年３月期 △ 17,090 2,172 4,736 28,275

（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

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
平成19年３月期 15,129 △ 12,687 △ 1,806 28,919

平成18年３月期 △ 17,090 2,172 4,736 28,275



 

■該当頁：3頁 

1. 経営成績 
 

(1) 経営成績に関する分析 

 

(セグメント別の概況) 

（訂正前） 

銀行業務では、経常収益は前連結会計年度比48億89百万円増加し、409億92百万円となり、経常利益は前連結会

計年度比31億14百万円増加し、119億35百万円となりました。 

リース業務では、経常収益は前連結会計年度比９億５百万円増加し、128億54百万円となり、経常利益は前連結

会計年度比66百万円減少し、２億９百万円となりました。 

その他の業務では、経常収益は前連結会計年度比58百万円増加し、70億40百万円となり、経常利益は前連結会

計年度比11百万円増加し、５億92百万円となりました。 

 

（訂正後） 

銀行業務では、経常収益は前連結会計年度比48億89百万円増加し、409億92百万円となり、経常利益は前連結会

計年度比31億14百万円増加し、119億35百万円となりました。 

リース業務では、経常収益は前連結会計年度比９億５百万円増加し、128億54百万円となり、経常利益は前連結

会計年度比66百万円減少し、２億９百万円となりました。 

その他の業務では、経常収益は前連結会計年度比60百万円増加し、70億42百万円となり、経常利益は前連結会計

年度比11百万円増加し、５億92百万円となりました。 
 
 

■該当頁：4頁 

1. 経営成績 
 

(2) 財政状態に関する分析 

(キャッシュ・フローの状況) 

連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

② 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、151億88百万円の増加(前連結会計年度

比322億74百万円の増加)となりました。これは、主として貸出金の増加による減少が441億6百万円(前連結

会計年度比197億36百万円の減少)あったものの、預金の増加による増加319億33百万円(前連結会計年度比

258億26百万円の増加)やコールローン等の減少による増加142億98百万円(前連結会計年度比152億38百万

円の増加)によるものです。 

③ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、127億46百万円の減少(前連結会計年度

比149億18百万円の減少)となりました。これは、主として有価証券の売却による収入が1,568億39百万円(前

連結会計年度比157億84百万円の減少)があったものの、有価証券の取得による支出により1,971億87百万円

減少(前連結会計年度比32億82百万円の減少)したことによるものです。 

（訂正後） 

② 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、151億29百万円の増加(前連結会計年度

比322億16百万円の増加)となりました。これは、主として貸出金の増加による減少が441億6百万円(前連結

会計年度比197億36百万円の減少)あったものの、預金の増加による増加319億33百万円(前連結会計年度比

258億26百万円の増加)やコールローン等の減少による増加142億98百万円(前連結会計年度比152億38百万

円の増加)によるものです。 

③ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、126億87百万円の減少(前連結会計年度

比148億59百万円の減少)となりました。これは、主として有価証券の売却による収入が1,568億85百万円(前

連結会計年度比157億39百万円の減少)があったものの、有価証券の取得により1,971億87百万円支出(前連

結会計年度比32億82百万円の減少)したことによるものです。 

 



 

■該当頁：15頁 

３ 連結財務諸表等 

連結財務諸表 

 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 
                                                                          （単位：百万円） 

区分 
前連結会計年度 

(自平成17年４月１日

 至平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自平成18年４月１日 

 至平成19年３月31日) 
比較増減 

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 13,223 13,777 553 

   減価償却費 7,749 8,170 421 

減損損失 1,027 － △1,027 

   連結調整勘定償却額 － △466 △466 

   貸倒引当金の増減（△）額 △7,235 331 7,566

   信託元本補填引当金の増減（△）額 △1 △306 △305 

   利息返還損失引当金の増減（△）額 － 53 53 

   役員退職慰労引当金の増減（△）額 － 212 212 

   退職給付引当金の増減（△）額 △449 △325 123 

   賞与引当金の増減（△）額 △54 33 87 

   資金運用収益 △30,942 △32,006 △1,063 

   資金調達費用 3,519 3,976 456 

   有価証券関係損益（△） 2,302 △570 △2,872

   為替差損益（△） △337 － 337 

   動産不動産処分損益（△） 53 － △53 

   固定資産処分損益（△） － 61 61 

   貸出金の純増（△）減 △24,370 △44,106 △19,736 

   預金の純増減（△） 6,107 31,933 25,826 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減△） △1,669 1,194 2,864 

預け金(日銀預け金等を除く)の純増(△)減 △135 266 402 

コールローン等の純増（△）減 △939 14,298 15,238 

外国為替（資産）の純増（△）減 2,549 △873 △3,423 

外国為替（負債）の純増減（△） △91 △2 89 

   信託勘定借の純増減（△） △4,539 △1.508 3,031 

   資金運用による収入 30,824 31,482 658

   資金調達による支出 △2,751 △4,236 △1,484

   その他 △10,211 △433 9,777

小計 △16,371 20,957 37,328

   法人税等の支払額 △715 △5,768 △5,053 

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,086 15,188 32,274

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 △193,905 △197,187 △3,282 

   有価証券の売却による収入 172,624 156,839 △15,784

   有価証券の償還による収入 26,317 36,926 10,609

動産不動産の取得による支出 △2,866 － 2,866 

有形固定資産の取得による支出 － △8,506 △8,506 

動産不動産の売却による収入 2 － △2 

有形固定資産の売却による収入 － 132 132 

無形固定資産の取得による支出 － △951 △951 

無形固定資産の売却による収入 － 0 0 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,172 △12,746 △14,918

（以下省略） 

 

 

 

 



 

 

（訂正後）  
                                                                         （単位：百万円） 

区分 
前連結会計年度 

(自平成17年４月１日

 至平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自平成18年４月１日 

 至平成19年３月31日) 
比較増減 

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 13,223 13,777 553 

   減価償却費 7,749 8,170 421 

減損損失 1,027 － △1,027 

   負ののれん償却額 － △466 △466 

   貸倒引当金の増加額 △7,235 610 7,846

   信託元本補填引当金の増加額 △1 △306 △305 

   利息返還損失引当金の増加額 － 53 53 

   役員退職慰労引当金の増加額 － 212 212 

   賞与引当金の増加額 △54 33 87 

   退職給付引当金の増加額 △449 △325 123 

   資金運用収益 △30,942 △32,006 △1,063 

   資金調達費用 3,519 3,976 456 

   有価証券関係損益（△） 2,302 △389 △2,691

   為替差損益（△） △337 － 337 

   動産不動産処分損益（△） 53 － △53 

   固定資産処分損益（△） － 61 61 

   貸出金の純増（△）減 △24,370 △44,106 △19,736 

   預金の純増減（△） 6,107 31,933 25,826 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減△） △1,669 1,194 2,864 

預け金(日銀預け金等を除く)の純増(△)減 △135 266 402 

コールローン等の純増（△）減 △939 14,298 15,238 

外国為替（資産）の純増（△）減 2,549 △873 △3,423 

外国為替（負債）の純増減（△） △91 △2 89 

   信託勘定借の純増減（△） △4,539 △1,508 3,031 

   資金運用による収入 30,824 31,228 404

   資金調達による支出 △2,751 △4,235 △1,484

   その他 △10,211 △699 9,512

小計 △16,371 20,898 37,269

   法人税等の支払額 △715 △5,768 △5,053 

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,086 15,129 32,216

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 △193,905 △197,187 △3,282 

   有価証券の売却による収入 172,624 156,885 △15,739

   有価証券の償還による収入 26,317 36,940 10,622

   金銭の信託の増加による支出 － △750 △750

   金銭の信託の減少による収入 － 750 750

   動産不動産の取得による支出 △2,866 － 2,866 

   有形固定資産の取得による支出 － △8,506 △8,506 

   動産不動産の売却による収入 2 － △2 

   有形固定資産の売却による収入 － 132 132 

   無形固定資産の取得による支出 － △951 △951 

   無形固定資産の売却による収入 － 0 0 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,172 △12,687 △14,859

（以下省略） 

 

 



 

■該当頁：28頁 

 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
（訂正前） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
銀行業 
(百万円) 

リース業 
(百万円) 

その他 
の事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 経常収益  

(1) 外部顧客に対する 
経常収益 

40,533 12,186 4,424 57,143 － 57,143

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

458 668 2,615 3,743 3,743 －

計 40,992 12,854 7,040 60,887 3,743 57,143

経常費用 29,056 12,644 6,448 48,149 4,201 43,948

経常利益 11,935 209 592 12,737 △457 13,195

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

資産 1,358,389 30,886 14,665 1,403,941 28,631 1,375,310

減価償却費 809 7,326 38 8,174 3 8,170

資本的支出 1,186 8,266 5 9,457 － 9,457

（注）＜省略＞ 

 

（訂正後） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
銀行業 
(百万円) 

リース業 
(百万円) 

その他 
の事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 経常収益  

(1) 外部顧客に対する 
経常収益 

40,533 12,186 4,424 57,143 － 57,143

(2) セグメント間の内部 
経常収益 

458 668 2,617 3,744 3,744 －

計 40,992 12,854 7,042 60,888 3,744 57,143

経常費用 29,056 12,644 6,449 48,151 4,202 43,948

経常利益 11,935 209 592 12,737 △457 13,195

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

資産 1,358,389 30,886 17,565 1,406,841 31,531 1,375,310

減価償却費 809 7,326 38 8,174 3 8,170

減損損失 － － － － － －

資本的支出 1,186 8,266 5 9,457 － 9,457

（注）＜省略＞ 

 

 



 

■該当頁：29頁 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

注記事項 

（訂正前） 

(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳繰延税金資産 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳繰延税金資産 

 

繰延税金資産   繰延税金資産   

貸倒引当金 3,748 百万円 貸倒引当金 5,127 百万円 

退職給付引当金 2,212  退職給付引当金 2,419  

貸出金償却 1,602  貸出金償却 642  

減価償却費 462  減価償却費 481  

信託元本補填引当金 248  信託元本補填引当金 126  

繰越欠損金 40  繰越欠損金 5  

その他 2,588  その他 2,288  

繰延税金資産小計 10,903  繰延税金資産小計 11,091  

評価性引当額 △1,718  評価性引当額 △3,904  

繰延税金資産合計 9,184  繰延税金資産合計 7,186  

繰延税金負債   繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △4,949  その他有価証券評価差額金 △6,883  

繰延税金負債合計 △4,949  繰延税金負債合計 △6,883  

繰延税金資産純額 4,235 百万円 繰延税金資産純額 302 百万円 

      

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.8 ％  法定実効税率 39.8 ％ 

（調整）   （調整）   

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
0.2  

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
0.2  

受取配当金等永久に益金

に算入されない項目 
△0.7  

受取配当金等永久に益金

に算入されない項目 
△0.9  

住民税均等割等 0.2  住民税均等割等 0.1  

評価性引当額の増減 0.4  評価性引当額の増減 15.4  

その他 △2.1  有価証券償却 △3.5  

税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
37.8 ％ その他 0.3  

   税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
51.4 ％ 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳繰延税金資産 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳繰延税金資産 

 

繰延税金資産   繰延税金資産   

貸倒引当金 3,748 百万円 貸倒引当金 百万円 

退職給付引当金 2,534  退職給付引当金 

5,130 

2,428  

貸出金償却 1,602  貸出金償却 884  

減価償却費 462  減価償却費 503  

信託元本補填引当金 248  信託元本補填引当金 126  

繰越欠損金 40  繰越欠損金 －  

その他 2,266  その他 1,495  

繰延税金資産小計 10,903  繰延税金資産小計 10,569  

      

評価性引当額 △1,718  評価性引当額 △3,384  

繰延税金資産合計  繰延税金資産合計 7,184  

繰延税金負債 

9,184 

 繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  その他有価証券評価差額金 △6,882  

繰延税金負債合計 

△4,949 

△4,949  繰延税金負債合計 △6,882  

繰延税金資産純額 4,235 百万円 繰延税金資産の純額 302 百万円 

  （注） 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以 

下の項目に含まれている。

      繰延税金資産   1,522百万円

 

 

     繰延税金負債 △ 1,220 〃 

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

２ 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.8 ％  法定実効税率 39.8 ％ 

（調整）   （調整）   

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
0.2  

交際費等永久に損金に算

入されない項目 
0.2  

受取配当金等永久に益金

に算入されない項目 
△0.7  

受取配当金等永久に益金

に算入されない項目 
△0.9  

住民税均等割等 0.2  住民税均等割等 0.2  

評価性引当額の増減 0.4  評価性引当額の増減 15.5  

その他 △2.1  有価証券償却 －  

税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
37.8 ％ 

負ののれん償却 △1.3 
 

   その他 △1.9  

   税効果会計適用後の法人

税等の負担率 
51.5 ％ 
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