
平成22年6月8日

各 位

会 社 名 株式会社 りそなホールディングス

代表者名 取締役兼代表執行役社長 檜垣誠司

（コード番号 8308 東証・大証 各一部）

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年3月期決算短信」等の一部訂正について

平成22年5月14日に公表いたしました「平成22年3月期決算短信」「平成21年度決算説明資料」、ならび

に平成21年11月13日に公表いたしました「平成22年3月期 第2四半期決算説明資料」の記載内容につい

て、一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示して

おります。

記

1. 「平成22年3月期決算短信」

○1ページ

１．22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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

22年3月期
21年3月期

百万円

999,891
1,469,230

百万円

△858,062
△1,155,104

百万円

32,249
△356,430

百万円

1,285,371
1,111,291

《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

22年3月期
21年3月期

百万円

1,024,489
1,469,230

百万円

△858,062
△1,155,104

百万円

7,651
△356,430

百万円

1,285,371
1,111,291
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１．経営成績

(2)財政状態に関する分析

2行目から
《訂正前》
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営
業活動によるキャッシュ・フローが9,998億円の収
入となりました。これは主として、預金・譲渡性預
金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券
の取得などにより8,580億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ･フローは、株式や劣
後特約付社債の発行などにより322億円の収入
となりました。

《訂正後》
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営
業活動によるキャッシュ・フローが1兆244億円の
収入となりました。これは主として、預金・譲渡性
預金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券
の取得などにより8,580億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ･フローは、株式や劣
後特約付社債の発行などにより76億円の収入と
なりました。



○16ページ、17ページ

4．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)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 234,196 176,057
減価償却費 20,920 24,235
減損損失 3,370 3,636
のれん償却額 7,242 7,242
持分法による投資損益（△は益） △201 △90
貸倒引当金の増減（△） △49,835 △1,362
投資損失引当金の増減額（△は減少） - 2,925
賞与引当金の増減額（△は減少） △4,562 8
退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,357 3,114
資金運用収益 △677,567 △588,792
資金調達費用 130,492 89,292
有価証券関係損益（△） 456 △19,190
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △73 -
為替差損益（△は益） △61,305 △55,004
固定資産処分損益（△は益） △103,314 1,263
特定取引資産の純増（△）減 △73,605 △3,228
特定取引負債の純増減（△） △39,087 32,197
貸出金の純増（△）減 △456,793 245,706
預金の純増減（△） 472,368 847,812
譲渡性預金の純増減（△） △780,090 537,550
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 9,321 △23,887
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 598,816 △29,277
コールローン等の純増（△）減 1,091,515 △229,624
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △143,861 188,570
コールマネー等の純増減（△） 681,941 △601,025
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 38,975 △23,680
外国為替（資産）の純増（△）減 △6,734 17,318
外国為替（負債）の純増減（△） △348 537
普通社債発行及び償還による増減（△） 10,326 △109,637
信託勘定借の純増減（△） △22,119 30,810
資金運用による収入 681,558 601,668
資金調達による支出 △137,854 △90,520
その他 △21,564 △57,516
小計 1,404,942 977,107
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 64,287 22,783
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,469,230 999,891



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △35,881,690 △36,550,181
有価証券の売却による収入 28,338,559 30,653,401
有価証券の償還による収入 6,243,375 5,056,145
金銭の信託の増加による支出 △232,557 -
金銭の信託の減少による収入 232,557 -
有形固定資産の取得による支出 △10,883 △10,932
有形固定資産の売却による収入 165,099 574
無形固定資産の取得による支出 △9,567 △7,115
無形固定資産の売却による収入 2 45
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,104 △858,062

財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入 - 11,000
劣後特約付借入金の返済による支出 △46,000 △11,000
劣後特約付社債の発行による収入 - 200,747
劣後特約付社債の償還による支出 - △50,320
株式の発行による収入 - 202,450
配当金の支払額 △44,249 △49,019
少数株主への配当金の支払額 △211 △313
自己株式の取得による支出 △266,256 △271,302
自己株式の売却による収入 287 6
財務活動によるキャッシュ・フロー △356,430 32,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,453 174,080
現金及び現金同等物の期首残高 1,153,744 1,111,291
現金及び現金同等物の期末残高 1,111,291 1,285,371



《訂正後》 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 234,196 176,057
減価償却費 20,920 24,235
減損損失 3,370 3,636
のれん償却額 7,242 7,242
持分法による投資損益（△は益） △201 △90
貸倒引当金の増減（△） △49,835 △1,362
投資損失引当金の増減額（△は減少） - 2,925
賞与引当金の増減額（△は減少） △4,562 8
退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,357 3,114
資金運用収益 △677,567 △588,792
資金調達費用 130,492 89,292
有価証券関係損益（△） 456 △19,190
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △73 -
為替差損益（△は益） △61,305 △55,004
固定資産処分損益（△は益） △103,314 1,263
特定取引資産の純増（△）減 △73,605 △3,228
特定取引負債の純増減（△） △39,087 32,197
貸出金の純増（△）減 △456,793 245,706
預金の純増減（△） 472,368 847,812
譲渡性預金の純増減（△） △780,090 537,550
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 9,321 △23,887
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 598,816 △29,277
コールローン等の純増（△）減 1,091,515 △229,624
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △143,861 188,570
コールマネー等の純増減（△） 681,941 △601,025
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 38,975 △23,680
外国為替（資産）の純増（△）減 △6,734 17,318
外国為替（負債）の純増減（△） △348 537
普通社債発行及び償還による増減（△） 10,326 △109,637
信託勘定借の純増減（△） △22,119 30,810
資金運用による収入 681,558 601,668
資金調達による支出 △137,854 △90,520
その他 △21,564 △32,918
小計 1,404,942 1,001,705
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 64,287 22,783
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,469,230 1,024,489



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △35,881,690 △36,550,181
有価証券の売却による収入 28,338,559 30,653,401
有価証券の償還による収入 6,243,375 5,056,145
金銭の信託の増加による支出 △232,557 -
金銭の信託の減少による収入 232,557 -
有形固定資産の取得による支出 △10,883 △10,932
有形固定資産の売却による収入 165,099 574
無形固定資産の取得による支出 △9,567 △7,115
無形固定資産の売却による収入 2 45
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,104 △858,062

財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入 - 11,000
劣後特約付借入金の返済による支出 △46,000 △11,000
劣後特約付社債の発行による収入 - 200,747
劣後特約付社債の償還による支出 - △50,320
株式の発行による収入 - 177,852
配当金の支払額 △44,249 △49,019
少数株主への配当金の支払額 △211 △313
自己株式の取得による支出 △266,256 △271,302
自己株式の売却による収入 287 6
財務活動によるキャッシュ・フロー △356,430 7,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,453 174,080
現金及び現金同等物の期首残高 1,153,744 1,111,291
現金及び現金同等物の期末残高 1,111,291 1,285,371
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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
（金融商品に関する会計基準）
3行目から
《訂正前》

これにより、従来の方法に比べ、有価証券は256

百円増加、貸倒引当金は3,510百万円減少、繰

延税金資産は362百万円減少、その他有価証券

評価差額金は530百万円増加し、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ2,873百

万円増加しております。

《訂正後》

これにより、従来の方法に比べ、有価証券は256

百万円増加、貸倒引当金は3,510百万円減少、

繰延税金資産は362百万円減少、その他有価証

券評価差額金は530百万円増加し、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞれ2,873

百万円増加しております。

○26ページ
注記事項
（連結貸借対照表関係）
2行目から
《訂正前》

１５．元本補てん契約のある信託の元本金額は、

金銭信託456,479万円であります。

《訂正後》

１５．元本補てん契約のある信託の元本金額は、

金銭信託456,479百万円であります。



2. 「平成21年度決算説明資料」
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３．ＲＯＥ

【３行合算・傘下銀行単体】

《訂正前》 （単位：％）

３行合算

平成22年
3月期

平成21年
3月期比

平成21年
3月期

業務純益ベース 20.35 △1.94 22.29

当期純利益ベース 9.16 0.33 8.83

（単位：％）
りそな銀行

平成22年
3月期

平成21年
3月期比

平成21年
3月期合算

りそな銀行
旧りそな信
託銀行

業務純益ベース 19.37 △2.17 21.54 20.77 42.21

当期純利益ベース 8.72 △0.22 8.94 8.34 24.90

《訂正後》 （単位：％）

３行合算

平成22年
3月期

平成21年
3月期比

平成21年
3月期

業務純益ベース 20.08 △2.21 22.29

当期純利益ベース 9.04 0.21 8.83

（単位：％）
りそな銀行

平成22年
3月期

平成21年
3月期比

平成21年
3月期合算

りそな銀行
旧りそな信
託銀行

業務純益ベース 19.03 △2.51 21.54 20.77 42.21

当期純利益ベース 8.56 △0.38 8.94 8.34 24.90



3. 「平成22年3月期 第2四半期決算説明資料」
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３．ＲＯＥ

【３行合算・傘下銀行単体】

《訂正前》 （単位：％）

３行合算

平成21年
9月期

平成20年
9月期比

平成20年
9月期

業務純益ベース 19.43 △2.18 21.61

中間純利益ベース 12.20 2.39 9.81

（単位：％）
りそな銀行

平成21年
9月期

平成20年
9月期比

平成20年
9月期合算

りそな銀行
旧りそな信
託銀行

業務純益ベース 17.91 △2.58 20.49 19.55 46.45

中間純利益ベース 12.51 2.15 10.36 9.74 27.55

《訂正後》 （単位：％）

３行合算

平成21年
9月期

平成20年
9月期比

平成20年
9月期

業務純益ベース 19.17 △2.44 21.61

中間純利益ベース 12.03 2.22 9.81

（単位：％）
りそな銀行

平成21年
9月期

平成20年
9月期比

平成20年
9月期合算

りそな銀行
旧りそな信
託銀行

業務純益ベース 17.59 △2.90 20.49 19.55 46.45

中間純利益ベース 12.29 1.93 10.36 9.74 27.55

以上

＜本件に関するお問合せ先＞

りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部

（東京本社）TEL:03-6704-1630、（大阪本社）TEL:06-6264-5685、 (埼玉分室）TEL:048-835-1524


