
              
平成 23 年 11 月 22 日 

各 位 

会社名   株 式 会 社  名 古 屋 銀 行 

代表者名  取締役頭取   簗 瀬 悠 紀 夫 

（コード番号：8522 東証・名証第一部） 

問合せ先  総合企画部長   杉 田 尚 人 

（ＴＥＬ. 052－951－5911） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 24 年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当行は、平成 23 年 11 月 11 日に公表いたしました「平成 24 年３月期第２四半期（中間期）決算短

信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 
 
１． 訂正の箇所 

【サマリー情報】 

（訂正前） 

１．平成 24 年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（1）連結経営成績 

<略> 

（注）包括利益 24年３月期中間期 △331百万円（－％） 23年３月期中間期 △4,364百万円（－％） 

 

（2）連結財政状態 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

連結自己資本比率

（国際統一基準）

 百万円 百万円 ％ ％

24年３月期中間期 3,103,182 163,876 5.2 11.60

23 年３月期 3,028,414 164,924 5.3 11.05

（参考）自己資本 24 年３月期中間期 160,632 百万円 23 年３月期 161,846 百万円 

<略> 

－1－



 

（個別業績の概要） 

１．平成 24 年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

<略> 

（2）個別財政状態 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

単体自己資本比率

（国際統一基準）

 百万円 百万円 ％ ％

24年３月期中間期 3,075,707 157,601 5.1 11.39

23 年３月期 2,999,434 159,171 5.3 10.90

（参考）自己資本 24 年３月期中間期 157,601 百万円 23 年３月期 159,171 百万円 

 

 

（訂正後） 

１．平成 24 年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（1）連結経営成績 

<略> 

（注）包括利益 24年３月期中間期 △355百万円（－％） 23年３月期中間期 △4,364百万円（－％） 

 

（2）連結財政状態 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

連結自己資本比率

（国際統一基準）

 百万円 百万円 ％ ％

24年３月期中間期 3,103,158 163,852 5.2 11.60

23 年３月期 3,028,414 164,924 5.3 11.05

（参考）自己資本 24 年３月期中間期 160,608 百万円 23 年３月期 161,846 百万円 

<略> 

 

（個別業績の概要） 

１．平成 24 年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

<略> 

（2）個別財政状態 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

単体自己資本比率

（国際統一基準）

 百万円 百万円 ％ ％

24年３月期中間期 3,075,683 157,577 5.1 11.39

23 年３月期 2,999,434 159,171 5.3 10.90

（参考）自己資本 24 年３月期中間期 157,577 百万円 23 年３月期 159,171 百万円 

－2－



３．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 （短信 ３ページ）

（訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 93,882 117,270

コールローン及び買入手形 3,734 3,578

商品有価証券 123 17

有価証券 793,075 832,984

貸出金 2,055,090 2,067,225

外国為替 3,738 3,584

リース債権及びリース投資資産 23,706 22,746

その他資産 22,393 22,783

有形固定資産 35,216 35,184

無形固定資産 121 488

繰延税金資産 7,854 7,968

支払承諾見返 13,372 14,063

貸倒引当金 △23,894 △24,714

資産の部合計 3,028,414 3,103,182

負債の部   

預金 2,751,835 2,815,554

譲渡性預金 38,088 45,810

コールマネー及び売渡手形 831 2,299

借用金 24,162 25,947

外国為替 51 97

その他負債 18,360 18,604

賞与引当金 1,221 1,169

役員賞与引当金 54 25

退職給付引当金 6,684 6,707

役員退職慰労引当金 592 611

睡眠預金払戻損失引当金 368 335

偶発損失引当金 3,048 3,433

利息返還損失引当金 259 236

再評価に係る繰延税金負債 4,485 4,407

負ののれん 75 －

支払承諾 13,372 14,063

負債の部合計 2,863,490 2,939,305

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,645

利益剰余金 105,816 105,007

自己株式 △231 △226

株主資本合計 149,321 148,517

その他有価証券評価差額金 8,929 8,632

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 3,595 3,481

その他の包括利益累計額合計 12,525 12,114

少数株主持分 3,077 3,244

純資産の部合計 164,924 163,876

負債及び純資産の部合計 3,028,414 3,103,182

－3－
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(訂正後）

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 93,882 117,270

コールローン及び買入手形 3,734 3,578

商品有価証券 123 17

有価証券 793,075 832,943

貸出金 2,055,090 2,067,225

外国為替 3,738 3,584

リース債権及びリース投資資産 23,706 22,746

その他資産 22,393 22,783

有形固定資産 35,216 35,184

無形固定資産 121 488

繰延税金資産 7,854 7,985

支払承諾見返 13,372 14,063

貸倒引当金 △23,894 △24,714

資産の部合計 3,028,414 3,103,158

負債の部   

預金 2,751,835 2,815,554

譲渡性預金 38,088 45,810

コールマネー及び売渡手形 831 2,299

借用金 24,162 25,947

外国為替 51 97

その他負債 18,360 18,604

賞与引当金 1,221 1,169

役員賞与引当金 54 25

退職給付引当金 6,684 6,707

役員退職慰労引当金 592 611

睡眠預金払戻損失引当金 368 335

偶発損失引当金 3,048 3,433

利息返還損失引当金 259 236

再評価に係る繰延税金負債 4,485 4,407

負ののれん 75 －

支払承諾 13,372 14,063

負債の部合計 2,863,490 2,939,305

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,645

利益剰余金 105,816 105,007

自己株式 △231 △226

株主資本合計 149,321 148,517

その他有価証券評価差額金 8,929 8,608

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 3,595 3,481

その他の包括利益累計額合計 12,525 12,090

少数株主持分 3,077 3,244

純資産の部合計 164,924 163,852

負債及び純資産の部合計 3,028,414 3,103,158
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（中間連結包括利益計算書） （短信　５ページ）
（訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調
整前中間純損失（△）

1,242 △33

その他の包括利益 △5,607 △298

その他有価証券評価差額金 △5,607 △298

繰延ヘッジ損益 0 0

中間包括利益 △4,364 △331

親会社株主に係る中間包括利益 △4,425 △500

少数株主に係る中間包括利益 61 169

－5－
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（訂正後）

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調
整前中間純損失（△）

1,242 △33

その他の包括利益 △5,607 △322

その他有価証券評価差額金 △5,607 △322

繰延ヘッジ損益 0 0

中間包括利益 △4,364 △355

親会社株主に係る中間包括利益 △4,425 △525

少数株主に係る中間包括利益 61 169

－6－
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 （短信 ６～７ページ）
(訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 25,090 25,090

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 25,090 25,090

資本剰余金   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

利益剰余金   

当期首残高 103,547 105,816

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替

△0 △2

当中間期変動額合計 445 △809

当中間期末残高 103,992 105,007

自己株式   

当期首残高 △207 △231

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 1 7

当中間期変動額合計 △1 5

当中間期末残高 △209 △226

株主資本合計   

当期首残高 147,076 149,321

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替 

－ －

当中間期変動額合計 443 △803

当中間期末残高 147,520 148,517

－7－



（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,703 8,929

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）

△5,609 △297

当中間期変動額合計 △5,609 △297

当中間期末残高 10,093 8,632

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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）

0 0

当中間期変動額合計 0 0

当中間期末残高 0 0

土地再評価差額金   

当期首残高 3,716 3,595

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）

△80 △113

当中間期変動額合計 △80 △113

当中間期末残高 3,635 3,481

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 19,420 12,525

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）

△5,690 △410

当中間期変動額合計 △5,690 △410

当中間期末残高 13,729 12,114

少数株主持分   

当期首残高 3,032 3,077

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）

58 166

当中間期変動額合計 58 166

当中間期末残高 3,090 3,244

純資産合計   

当期首残高 169,529 164,924

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△5,632 △243

当中間期変動額合計 △5,189 △1,047

当中間期末残高 164,340 163,876
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（訂正後）

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 25,090 25,090

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 25,090 25,090

資本剰余金   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

利益剰余金   

当期首残高 103,547 105,816

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替

△0 △2

当中間期変動額合計 445 △809

当中間期末残高 103,992 105,007

自己株式   

当期首残高 △207 △231

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 1 7

当中間期変動額合計 △1 5

当中間期末残高 △209 △226

株主資本合計   

当期首残高 147,076 149,321

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替 

－ －

当中間期変動額合計 443 △803

当中間期末残高 147,520 148,517

－9－



（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,703 8,929

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）

△5,609 △321

当中間期変動額合計 △5,609 △321

当中間期末残高 10,093 8,608

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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）

0 0

当中間期変動額合計 0 0

当中間期末残高 0 0

土地再評価差額金   

当期首残高 3,716 3,595

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）

△80 △113

当中間期変動額合計 △80 △113

当中間期末残高 3,635 3,481

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 19,420 12,525

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）

△5,690 △434

当中間期変動額合計 △5,690 △434

当中間期末残高 13,729 12,090

少数株主持分   

当期首残高 3,032 3,077

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）

58 166

当中間期変動額合計 58 166

当中間期末残高 3,090 3,244

純資産合計   

当期首残高 169,529 164,924

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,184 △204

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△5,632 △268

当中間期変動額合計 △5,189 △1,072

当中間期末残高 164,340 163,852
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４．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 （短信 ９～10ページ）

（訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 93,599 117,231

コールローン 3,734 3,578

商品有価証券 123 17

有価証券 794,829 834,741

貸出金 2,055,266 2,068,257

外国為替 3,738 3,584

その他資産 15,677 15,534

有形固定資産 34,478 34,488

無形固定資産 61 434

繰延税金資産 6,469 6,681

支払承諾見返 12,873 13,600

貸倒引当金 △21,418 △22,444

資産の部合計 2,999,434 3,075,707

負債の部   

預金 2,756,907 2,820,016

譲渡性預金 38,088 45,810

コールマネー 831 2,299

借用金 3,740 8,400

外国為替 51 97

その他負債 11,512 11,377

未払法人税等 1,602 1,506

リース債務 113 113

資産除去債務 19 23

その他の負債 9,777 9,733

賞与引当金 1,161 1,109

役員賞与引当金 41 19

退職給付引当金 6,592 6,619

役員退職慰労引当金 562 577

睡眠預金払戻損失引当金 368 335

偶発損失引当金 3,048 3,433

再評価に係る繰延税金負債 4,485 4,407

支払承諾 12,873 13,600

負債の部合計 2,840,263 2,918,105

－11－
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,645

資本準備金 18,645 18,645

利益剰余金 103,146 101,979

利益準備金 8,029 8,029

その他利益剰余金 95,116 93,949

買換資産圧縮積立金 169 169

別途積立金 57,720 57,720

繰越利益剰余金 37,226 36,060

自己株式 △231 △226

株主資本合計 146,650 145,489

その他有価証券評価差額金 8,925 8,630

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 3,595 3,481

評価・換算差額等合計 12,520 12,112

純資産の部合計 159,171 157,601

負債及び純資産の部合計 2,999,434 3,075,707
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(訂正後）

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

現金預け金 93,599 117,231

コールローン 3,734 3,578

商品有価証券 123 17

有価証券 794,829 834,700

貸出金 2,055,266 2,068,257

外国為替 3,738 3,584

その他資産 15,677 15,534

有形固定資産 34,478 34,488

無形固定資産 61 434

繰延税金資産 6,469 6,698

支払承諾見返 12,873 13,600

貸倒引当金 △21,418 △22,444

資産の部合計 2,999,434 3,075,683

負債の部   

預金 2,756,907 2,820,016

譲渡性預金 38,088 45,810

コールマネー 831 2,299

借用金 3,740 8,400

外国為替 51 97

その他負債 11,512 11,377

未払法人税等 1,602 1,506

リース債務 113 113

資産除去債務 19 23

その他の負債 9,777 9,733

賞与引当金 1,161 1,109

役員賞与引当金 41 19

退職給付引当金 6,592 6,619

役員退職慰労引当金 562 577

睡眠預金払戻損失引当金 368 335

偶発損失引当金 3,048 3,433

再評価に係る繰延税金負債 4,485 4,407

支払承諾 12,873 13,600

負債の部合計 2,840,263 2,918,105

－13－
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

資本金 25,090 25,090

資本剰余金 18,645 18,645

資本準備金 18,645 18,645

利益剰余金 103,146 101,979

利益準備金 8,029 8,029

その他利益剰余金 95,116 93,949

買換資産圧縮積立金 169 169

別途積立金 57,720 57,720

繰越利益剰余金 37,226 36,060

自己株式 △231 △226

株主資本合計 146,650 145,489

その他有価証券評価差額金 8,925 8,606

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 3,595 3,481

評価・換算差額等合計 12,520 12,088

純資産の部合計 159,171 157,577

負債及び純資産の部合計 2,999,434 3,075,683
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（３）中間株主資本等変動計算書 （短信 12～14ページ）
（訂正前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 25,090 25,090

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 25,090 25,090

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

その他資本剰余金   

当期首残高 － －

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 8,029 8,029

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,029 8,029

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 169 169

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 169 169

別途積立金   

当期首残高 57,720 57,720

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 57,720 57,720

－15－



（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 35,482 37,226

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰
余金への振替

△0 △2

当中間期変動額合計 261 △1,166

当中間期末残高 35,743 36,060

利益剰余金合計   

当期首残高 101,401 103,146

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

△0 △2

当中間期変動額合計 261 △1,166

当中間期末残高 101,662 101,979

自己株式   

当期首残高 △207 △231

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 1 7

当中間期変動額合計 △1 5

当中間期末残高 △209 △226

株主資本合計   

当期首残高 144,930 146,650

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替 

－ －

当中間期変動額合計 259 △1,161

当中間期末残高 145,190 145,489

－16－



（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,705 8,925

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）

△5,613 △294

当中間期変動額合計 △5,613 △294

当中間期末残高 10,091 8,630

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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）

0 0

当中間期変動額合計 0 0

当中間期末残高 0 0

土地再評価差額金   

当期首残高 3,716 3,595

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）

△80 △113

当中間期変動額合計 △80 △113

当中間期末残高 3,635 3,481

評価・換算差額等合計   

当期首残高 19,421 12,520

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）

△5,694 △407

当中間期変動額合計 △5,694 △407

当中間期末残高 13,727 12,112

純資産合計   

当期首残高 164,351 159,171

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△5,694 △407

当中間期変動額合計 △5,434 △1,569

当中間期末残高 158,917 157,601
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（訂正後）

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 25,090 25,090

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 25,090 25,090

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

その他資本剰余金   

当期首残高 － －

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 18,645 18,645

当中間期変動額   

自己株式の処分 △0 △2

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

0 2

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 18,645 18,645

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 8,029 8,029

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 8,029 8,029

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 169 169

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 169 169

別途積立金   

当期首残高 57,720 57,720

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 57,720 57,720

－18－



（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 35,482 37,226

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰
余金への振替

△0 △2

当中間期変動額合計 261 △1,166

当中間期末残高 35,743 36,060

利益剰余金合計   

当期首残高 101,401 103,146

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金
への振替

△0 △2

当中間期変動額合計 261 △1,166

当中間期末残高 101,662 101,979

自己株式   

当期首残高 △207 △231

当中間期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 1 7

当中間期変動額合計 △1 5

当中間期末残高 △209 △226

株主資本合計   

当期首残高 144,930 146,650

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

その他利益剰余金からその他資本剰余金へ
の振替 

－ －

当中間期変動額合計 259 △1,161

当中間期末残高 145,190 145,489

－19－



（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,705 8,925

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）

△5,613 △318

当中間期変動額合計 △5,613 △318

当中間期末残高 10,091 8,606

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △0 △0

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）

0 0

当中間期変動額合計 0 0

当中間期末残高 0 0

土地再評価差額金   

当期首残高 3,716 3,595

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）

△80 △113

当中間期変動額合計 △80 △113

当中間期末残高 3,635 3,481

評価・換算差額等合計   

当期首残高 19,421 12,520

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）

△5,694 △432

当中間期変動額合計 △5,694 △432

当中間期末残高 13,727 12,088

純資産合計   

当期首残高 164,351 159,171

当中間期変動額   

剰余金の配当 △819 △716

中間純利益又は中間純損失（△） 1,000 △561

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 5

土地再評価差額金の取崩 80 113

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△5,694 △432

当中間期変動額合計 △5,434 △1,593

当中間期末残高 158,917 157,577
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【平成 24 年３月期 第２四半期決算説明資料】 

Ⅰ．平成 24 年３月期 第２四半期決算の概況 

６．自己資本比率（国際統一基準）（短信 20 ページ） 

　　　　＜略＞ 

(訂正前） 

【単体】                          （単位：百万円） 

 平成 23 年９月末 

（国際統一基準） 

（1）自己資本比率 11.39％ 

 うちＴｉｅｒⅠ比率 9.86％ 

<略> 

（2）基本的項目（Ａ） 144,875  

（3）補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ） 22,527  

（イ）その他有価証券の貸借対照表計上額から 

帳簿価額を控除した額の 45％相当額 
6,390 

（ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価 

額の差額の 45％相当額 
3,550 

 

（ハ）一般貸倒引当金 12,587  

（ニ）負債性資本調達手段等 －  

 

うち自己資本への算入額（Ｂ） 22,527  

（4）控除項目（Ｃ） 19  

 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 19  

（5）自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 167,383  

（6）リスク・アセット等 1,468,624  

【連結】                          （単位：百万円） 

 平成 23 年９月末 

（国際統一基準） 

（1）自己資本比率 11.60％ 

 うちＴｉｅｒⅠ比率 10.06％ 

<略> 

（2）基本的項目（Ａ） 151,146  

（3）補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ） 23,263  

（イ）その他有価証券の連結貸借対照表計上額 

から帳簿価額を控除した額の 45％相当額 
6,391 

（ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価 

額の差額の 45％相当額 
3,550 

 

（ハ）一般貸倒引当金 13,321  

（ニ）負債性資本調達手段等 －  

 

うち自己資本への算入額（Ｂ） 23,263  

（4）控除項目（Ｃ） 19  

 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 19  

（5）自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 174,390  

（6）リスク・アセット等 1,502,072  

－21－



 

 

   （訂正後） 

【単体】                          （単位：百万円） 

 平成 23 年９月末 

（国際統一基準） 

（1）自己資本比率 11.39％ 

 うちＴｉｅｒⅠ比率 9.86％ 

<略> 

（2）基本的項目（Ａ） 144,875  

（3）補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ） 22,509  

（イ）その他有価証券の貸借対照表計上額から 

帳簿価額を控除した額の 45％相当額 
6,371 

（ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価 

額の差額の 45％相当額 
3,550 

 

（ハ）一般貸倒引当金 12,587  

（ニ）負債性資本調達手段等 －  

 

うち自己資本への算入額（Ｂ） 22,509  

（4）控除項目（Ｃ） 19  

 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 19  

（5）自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 167,365  

（6）リスク・アセット等 1,468,599  

 

【連結】                          （単位：百万円） 

 平成 23 年９月末 

（国際統一基準） 

（1）自己資本比率 11.60％ 

 うちＴｉｅｒⅠ比率 10.06％ 

<略> 

（2）基本的項目（Ａ） 151,146  

（3）補完的項目（イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ） 23,245  

（イ）その他有価証券の連結貸借対照表計上額 

から帳簿価額を控除した額の 45％相当額 
6,373 

（ロ）土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価 

額の差額の 45％相当額 
3,550 

 

（ハ）一般貸倒引当金 13,321  

（ニ）負債性資本調達手段等 －  

 

うち自己資本への算入額（Ｂ） 23,245  

（4）控除項目（Ｃ） 19  

 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 19  

（5）自己資本額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 174,372  

（6）リスク・アセット等 1,502,048  
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Ⅱ．貸出金等の状況 

４．預金等・貸出金・有価証券の残高（短信 23 ページ） 

（訂正前） 

【単体】                                 （単位：百万円） 

 
平成 23 年９月末 平成 22 年９月末比 平成 22 年９月末

預金等※（末残） 2,865,826 59,710 2,806,116

    （平残） 2,835,759 52,684 2,783,075

貸出金 （末残） 2,068,257 59,268 2,008,988

    （平残） 2,024,767 60,105 1,964,662

有価証券（末残） 834,741 4,010 830,730

    （平残） 825,623 18,186 807,437

※（注）預金等＝預金＋譲渡性預金 

 

（訂正後） 

【単体】                                 （単位：百万円） 

 
平成 23 年９月末 平成 22 年９月末比 平成 22 年９月末

預金等※（末残） 2,865,826 59,710 2,806,116

    （平残） 2,835,759 52,684 2,783,075

貸出金 （末残） 2,068,257 59,268 2,008,988

    （平残） 2,024,767 60,105 1,964,662

有価証券（末残） 834,700 3,970 830,730

    （平残） 825,623 18,186 807,437

※（注）預金等＝預金＋譲渡性預金 

 

Ⅲ．有価証券の評価損益 

２．評価損益（短信 25 ページ） 

（訂正前） 

【単体】                                 （単位：百万円） 

平成 23 年９月末 平成 22 年９月末 

評価損益 評価損益 

 

 評価益 評価損 評価益 評価損 

満期保有目的 － － － － － －

その他有価証券 14,201 19,546 5,345 16,382 21,842 5,459

株式 8,680 12,141 3,461 8,632 10,849 2,216

債券 5,958 6,845 887 8,887 10,480 1,592 

その他 △437 559 996 △1,137 512 1,649

合計 14,201 19,546 5,345 16,382 21,842 5,459

株式 8,680 12,141 3,461 8,632 10,849 2,216

債券 5,958 6,845 887 8,887 10,480 1,592 

その他 △437 559 996 △1,137 512 1,649

－23－



 

 

（訂正後） 

【単体】                                 （単位：百万円） 

平成 23 年９月末 平成 22 年９月末 

評価損益 評価損益 

 

 評価益 評価損 評価益 評価損 

満期保有目的 － － － － － －

その他有価証券 14,160 19,506 5,345 16,382 21,842 5,459

株式 8,639 12,101 3,461 8,632 10,849 2,216

債券 5,958 6,845 887 8,887 10,480 1,592 

その他 △437 559 996 △1,137 512 1,649

合計 14,160 19,506 5,345 16,382 21,842 5,459

株式 8,639 12,101 3,461 8,632 10,849 2,216

債券 5,958 6,845 887 8,887 10,480 1,592 

その他 △437 559 996 △1,137 512 1,649

 

 

２．訂正の理由 

株式の時価評価の算出相違によるものです。 
 

以上 
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