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                                                                    平成２３年１１月２４日 
 
各  位 

                                              上場会社名    株式会社 鹿  児  島  銀  行   
                        代表者名   取締役頭取 上 村  基 宏 
                                               (コード番号 8390 東証第１部、福証) 
                           問合せ先   常務取締役総合企画部長 
                                               郡 山  明 久  
                        T E L    （０９９）２２５－３１１１  

                                                    
   

（訂正）過年度決算短信の一部訂正について 
 
 
 過年度決算短信の記載事項の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 
 なお、「有価証券報告書の訂正報告書」及び「四半期報告書の訂正報告書」は、本日、関東財務局に

提出いたしました。 
 
                      記 
 

  １．訂正の理由 

平成 21 年 3 月期及び平成 23 年 3 月期における連結及び個別財務諸表の注記事項「担保に供してい

る資産」について、担保資産に対応する債務の「借用金残高」に誤りが判明したため、記載事項の一

部を訂正するものであります。 

 

２．正誤表 

   訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

（１）平成 21 年 3 月期 決算短信（平成 21 年 5 月 14 日発表） 

  □ 注記事項（連結貸借対照表関係）・・・27 ページ 

訂正前 訂正後 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

リース投資資産 7,581 百万円

その他資産 2,343 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 

コールマネー 

17,548 百万円

7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 4,823 百万円

借用金 10,459 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 416 百万円であります。

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

リース投資資産 7,581 百万円

その他資産 2,343 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 

コールマネー 

17,548 百万円

7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 4,823 百万円

借用金 20,459 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 416 百万円であります。
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 □ ５.個別財務諸表（1）貸借対照表・・・44 ページ 

訂正前 訂正後 

(単位：百万円) (単位：百万円)

 前事業年度 

平成 20 年３月 31 日 

当事業年度 

平成 21 年３月 31 日

前事業年度 

平成 20 年３月 31 日 

 当事業年度 

 平成 21 年３月 31 日

(負債の部) 

借用金 

 

           188   

 

10,179 

(負債の部) 

借用金 

 

           188  

 

※7 10,179 

 

□ 注記事項（貸借対照表関係）・・・59 ページ 

訂正前 訂正後 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 17,548 百万円

コールマネー 7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 

 

4,823 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 361 百万円であります。

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 17,548 百万円

コールマネー 7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 

借用金 

4,823 百万円

10,000 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 361 百万円であります。

 

 

（２）平成 22 年 3 月期 決算短信（平成 22 年 5 月 13 日発表） 

  ※比較情報として記載した平成 21 年 3 月期の訂正であります。 

  □ 注記事項（連結貸借対照表関係）・・・25 ページ 

訂正前 訂正後 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

リース投資資産 7,581 百万円

その他資産 2,343 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 

コールマネー 

17,548 百万円

7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 4,823 百万円

借用金 10,459 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 416 百万円であります。

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

リース投資資産 7,581 百万円

その他資産 2,343 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 

コールマネー 

17,548 百万円

7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 4,823 百万円

借用金 20,459 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 416 百万円であります。
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□ ５.個別財務諸表（1）貸借対照表・・・44 ページ 

訂正前 訂正後 

(単位：百万円) (単位：百万円)

前事業年度 

平成 21 年３月 31 日 

当事業年度 

平成 22 年３月 31 日

前事業年度 

平成 21 年３月 31 日 

 当事業年度 

 平成 22年３月 31日

(負債の部) 

借用金 

 

           10,179    

 

197 

(負債の部) 

借用金 

 

  ※7 10,179   

 

 197 

 

□ 注記事項（貸借対照表関係）・・・57 ページ 

訂正前 訂正後 

前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 17,548 百万円

コールマネー 7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 

 

4,823 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 361 百万円であります。

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 201,296 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 17,548 百万円

コールマネー 7,367 百万円

債券貸借取引受入担保金 

借用金 

4,823 百万円

10,000 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保ある

いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 59,337 百万円

を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 361 百万円であります。

 

（３）平成 23 年 3 月期 決算短信（平成 23 年 5 月 13 日発表） 

□ 注記事項（連結貸借対照表関係）・・・22 ページ 

訂正前 訂正後 

当連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 227,401 百万円

リース投資資産 3,963 百万円

その他資産 3,336 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 19,774 百万円

債券貸借取引受入担保金 41,752 百万円

借用金 7,140 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保とし

て、有価証券 58,990 百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 338 百万円であります。

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 227,401 百万円

リース投資資産 3,963 百万円

その他資産 3,336 百万円

担保資産に対応する債務 

預金 19,774 百万円

債券貸借取引受入担保金 41,752 百万円

借用金 44,140 百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保とし

て、有価証券 58,990 百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 338 百万円であります。

 
以 上 

本件に関するお問い合せ先 

総合企画部 収益管理室 

古 里・竹 元 

 電話 099-239-9723（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 


