
  

 

平成28 年３月11 日 

各  位 

会 社 名         株 式 会 社 みちのく銀 行 

代 表 者 名         取締役頭取 髙田 邦洋 

コード番号         8 3 5 0 東 証 第 一 部 

問 合 せ 先         経営企画部長 須藤 慎治 

 （TEL 017-774-1117） 

 

（（（（訂正訂正訂正訂正）「）「）「）「平成平成平成平成 28282828 年年年年３３３３月期月期月期月期    第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期（（（（中間期中間期中間期中間期））））決算短信決算短信決算短信決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕〕〕〕（（（（連結連結連結連結）」）」）」）」等等等等のののの一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正についてについてについてについて    

 

 下記の開示資料について記載内容の一部に誤りがありましたので訂正いたします。 

 

１．訂正理由 

自己資本比率（国内基準）に関連して、記載内容の一部に誤りがありましたので訂正を行うものです。 

 

２．訂正する開示資料 

（1）平成26 年３月期 決算短信 〔日本基準〕（連結） （平成26 年５月12 日発表） 

 

（2）平成27年３月期 第１四半期末の自己資本比率等（国内基準）について （平成26年８月22日発表） 

 

（3）平成27年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 〔日本基準〕（連結） （平成26年11月10日発表） 

 

（4）平成27年３月期 第３四半期末の自己資本比率等（国内基準）について （平成27年２月20日発表） 

 

（5）平成27 年３月期 決算短信 〔日本基準〕（連結） （平成27 年５月11 日発表） 

 

（6）平成28年３月期 第１四半期末の自己資本比率等（国内基準）について （平成27年８月31日発表） 

 

（7）平成28 年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 〔日本基準〕（連結） （平成27 年11 月９日発表） 

 

３．訂正箇所 

 訂正箇所は次頁以降に記載のとおりであり、訂正部分には下線を付しております。 
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（訂正前）

（訂正後）

（訂正前）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

連結自己資本比率 11.36%

単体自己資本比率 11.13%

（訂正後）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

連結自己資本比率 11.22%

単体自己資本比率 11.00%

（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率 11.36%

自己資本 103,794

　うちコア資本に係る基礎項目 103,944

　うちコア資本に係る調整項目(△) 150

リスク・アセット等 913,497

＜単体＞ （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率 11.13%

自己資本 100,820

　うちコア資本に係る基礎項目 100,970

　うちコア資本に係る調整項目(△) 150

リスク・アセット等 905,351

（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率 11.22%

自己資本 103,569

　うちコア資本に係る基礎項目 103,944

　うちコア資本に係る調整項目(△) 375

リスク・アセット等 922,596

（1）平成26年３月期　決算短信　〔日本基準〕（連結）

【添付資料】２頁　１．経営成績・財政状態に関する分析　（２）財政状態に関する分析　③自己資本比率の状況

　経営健全性の指標である自己資本比率（国内基準）は、平成26年３月末から新しいバーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出

しており、連結ベースで１１．３６％となりました。

　経営健全性の指標である自己資本比率（国内基準）は、平成26年３月末から新しいバーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出

しており、連結ベースで１１．２２％となりました。

【平成25年度決算説明資料】　23頁　Ⅰ平成25年度決算ダイジェスト　１．総括　（２）自己資本比率（国内基準）

自己資本比率（国内基準）については、平成２６年３月末から新しいバーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出しており、連結

ベースで１１．３６％、単体ベースで１１．１３％となりました。

自己資本比率（国内基準）については、平成２６年３月末から新しいバーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出しており、連結

ベースで１１．２２％、単体ベースで１１．００％となりました。

【平成25年度決算説明資料】　28頁　Ⅰ平成25年度決算ダイジェスト　５．経営指標（1）自己資本比率

（国内基準）の推移

自己資本比率につきましては、２６年３月末から新しいバーゼルⅢ(国内基準）に基づき算出しており、１１．３６％（連結ベー

ス）と十分な水準を確保しております。

自己資本比率につきましては、２６年３月末から新しいバーゼルⅢ(国内基準）に基づき算出しており、１１．２２％（連結ベー

ス）と十分な水準を確保しております。
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＜単体＞ （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率 11.00%

自己資本 100,595

　うちコア資本に係る基礎項目 100,970

　うちコア資本に係る調整項目(△) 375

リスク・アセット等 913,971

（訂正前）

【単体】 （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率（％） 11.13%

自己資本 100,820

　コア資本に係る基礎項目 100,970

　コア資本に係る調整項目(△) 150

リスク・アセット等 905,351

【連結】 （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率（％） 11.36%

自己資本 103,794

　コア資本に係る基礎項目 103,944

　コア資本に係る調整項目(△) 150

リスク・アセット等 913,497

（訂正後）

【単体】 （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率（％） 11.00%

自己資本 100,595

　コア資本に係る基礎項目 100,970

　コア資本に係る調整項目(△) 375

リスク・アセット等 913,971

【連結】 （単位：百万円）

平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値）

自己資本比率（％） 11.22%

自己資本 103,569

　コア資本に係る基礎項目 103,944

　コア資本に係る調整項目(△) 375

リスク・アセット等 922,596

（訂正前）

【連結】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 11.36% 0.01% 11.35%

自己資本の額 1,016 △21 1,037

総所要自己資本額 357 △8 365

【平成25年度決算説明資料】　34頁　Ⅱ平成25年度決算の概要　５．自己資本比率（国内基準）

（2）平成27年３月期　第１四半期末の自己資本比率等（国内基準）について

平成26年６月末 平成26年３月末
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【単体】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 11.20% 0.07％ 11.13%

自己資本の額 993 △14 1,007

総所要自己資本額 354 △8 362

（訂正後）

【連結】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 11.23% 0.01% 11.22%

自己資本の額 1,014 △21 1,035

総所要自己資本額 361 △8 369

【単体】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 11.08% 0.08% 11.00%

自己資本の額 991 △14 1,005

総所要自己資本額 357 △8 365

（訂正前）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値） 26年３月末比 （バーゼルⅢ）

連結自己資本比率 10.95% △0.40% 11.35%

単体自己資本比率 10.72% △0.41% 11.13%

（訂正後）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ・速報値） 26年３月末比 （バーゼルⅢ）

連結自己資本比率 10.82% △0.40% 11.22%

単体自己資本比率 10.61% △0.39% 11.00%

（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成26年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 10.95% △0.40% 11.35%

自己資本 102,306 △1,432（△1.4%） 103,738

リスクアセット等 933,995 +20,554（+2.3%） 913,441

＜単体＞ （単位：百万円）

平成26年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 10.72% △0.41% 11.13%

自己資本 99,887 △877（△0.9%） 100,764

リスクアセット等 930,970 +25,674（+2.8%） 905,296

【平成27年3月期第2四半期決算説明資料】　20頁　Ⅰ平成27年3月期　第2四半期決算ダイジェスト　１．総括

（２）自己資本比率

平成26年６月末 平成26年３月末

（3）平成27年３月期　第２四半期（中間期）決算短信　〔日本基準〕（連結）

平成26年６月末 平成26年３月末

平成26年６月末 平成26年３月末

自己資本比率は連結ベースで１０．９５％、単体ベースで１０．７２％となり、２６年３月末比では､連結ベースで０．４０ポイント低

下しました。

自己資本比率は連結ベースで１０．８２％、単体ベースで１０．６１％となり、２６年３月末比では､連結ベースで０．４０ポイント低

下しました。

【平成27年3月期第2四半期決算説明資料】　25頁　Ⅰ平成27年3月期　第2四半期決算ダイジェスト

５．自己資本比率（国内基準）の推移

経営健全性の指標である自己資本比率は、連結ベースで１０．９５％、単体ベースで１０．７２％と、十分な健全性を確保して

おります。

平成26年３月末

（バーゼルⅢ）26年３月末比

平成26年３月末

（バーゼルⅢ）26年３月末比
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（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成26年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 10.82% △0.40% 11.22%

自己資本 102,099 △1,470（△1.4%） 103,569

リスクアセット等 943,318 +20,722（+2.2%） 922,596

＜単体＞ （単位：百万円）

平成26年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 10.61% △0.39% 11.00%

自己資本 99,680 △915（△0.9%） 100,595

リスクアセット等 939,004 +25,033（+2.7%） 913,971

（訂正前）

【単体】 （単位：百万円）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ） （バーゼルⅢ）

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 10.72 △0.41 11.13

自己資本 99,887 △877 100,764

　コア資本に係る基礎項目 100,055 △915 100,970

　コア資本に係る調整項目(△) 168 △37 205

リスク・アセット等 930,970 25,674 905,296

【連結】 （単位：百万円）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ） （バーゼルⅢ）

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 10.95 △0.40 11.35

自己資本 102,306 △1,432 103,738

　コア資本に係る基礎項目 102,474 △1,470 103,944

　コア資本に係る調整項目(△) 168 △37 205

リスク・アセット等 933,995 20,554 913,441

（訂正後）

【単体】 （単位：百万円）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ） （バーゼルⅢ）

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 10.61 △0.39 11.00

自己資本 99,680 △915 100,595

　コア資本に係る基礎項目 100,055 △915 100,970

　コア資本に係る調整項目(△) 375 - 375

リスク・アセット等 939,004 25,033 913,971

26年３月末比

【平成27年3月期第2四半期決算説明資料】　31頁　Ⅱ平成27年３月期　第2四半期決算の概要　５．自己資本比率

（国内基準）

経営健全性の指標である自己資本比率は、連結ベースで１０．８２％、単体ベースで１０．６１％と、十分な健全性を確保して

おります。

平成26年３月末

（バーゼルⅢ）26年３月末比

平成26年３月末

（バーゼルⅢ）
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【連結】 （単位：百万円）

平成26年９月末 平成26年３月末

（バーゼルⅢ） （バーゼルⅢ）

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 10.82 △0.40 11.22

自己資本 102,099 △1,470 103,569

　コア資本に係る基礎項目 102,474 △1,470 103,944

　コア資本に係る調整項目(△) 375 - 375

リスク・アセット等 943,318 20,722 922,596

（訂正前）

【連結】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 11.02% △0.33% 11.35%

自己資本の額 1,029 △8 1,037

総所要自己資本額 373 8 365

【単体】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 10.78% △0.35% 11.13%

自己資本の額 1,004 △3 1,007

総所要自己資本額 372 10 362

（訂正後）

【連結】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 10.91% △0.31% 11.22%

自己資本の額 1,029 △6 1,035

総所要自己資本額 377 8 369

【単体】 （単位：億円）

平成26年３月末比

自己資本比率 10.70% △0.30% 11.00%

自己資本の額 1,004 △1 1,005

総所要自己資本額 375 10 365

（訂正前）

（訂正後）

（訂正前）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率 10.17% △1.18% 11.35%

単体自己資本比率 9.93% △1.20% 11.13%

平成26年12月末 平成26年３月末

平成26年12月末 平成26年３月末

（5）平成27年３月期　決算短信　〔日本基準〕（連結）

　経営健全性の指標である自己資本比率（国内基準）は、バーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出しており、連結ベースで

１０.１７％となりました。

【添付資料】２頁　１．経営成績・財政状態に関する分析　（２）財政状態に関する分析　③自己資本比率の状況

　経営健全性の指標である自己資本比率（国内基準）は、バーゼルⅢ（国内基準）に基づき算出しており、連結ベースで

１０．３０％となりました。

【平成26年度決算説明資料】　24頁　Ⅰ平成26年度決算ダイジェスト　１．総括（２）自己資本比率（国内基準）

自己資本比率（国内基準）については、連結ベースで１０．１７％、単体ベースで９．９３％となりました。

平成26年３月末

（4）平成27年３月期　第３四半期末の自己資本比率等（国内基準）について

平成26年12月末 平成26年３月末

平成26年12月末 平成26年３月末
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（訂正後）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率 10.30% △0.92% 11.22%

単体自己資本比率 10.07% △0.93% 11.00%

（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率 10.17% △1.18% 11.35%

連結における自己資本の額 97,744 △5,994 103,738

リスク・アセットの額 960,481 47,040 913,441

連結総所要自己資本額 38,419 1,882 36,537

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率 9.93% △1.20% 11.13%

単体における自己資本の額 95,206 △5,558 100,764

リスク・アセットの額 957,820 52,524 905,296

単体総所要自己資本額 38,312 2,101 36,211

（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率 10.30% △0.92% 11.22%

連結における自己資本の額 99,409 △4,160 103,569

リスク・アセットの額 965,090 42,494 922,596

連結総所要自己資本額 38,603 1,700 36,903

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率 10.07% △0.93% 11.00%

単体における自己資本の額 96,887 △3,708 100,595

リスク・アセットの額 961,725 47,754 913,971

単体総所要自己資本額 38,469 1,911 36,558

（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率（％） 10.17 △1.18 11.35

連結における自己資本の額 97,744 △5,994 103,738

リスク・アセットの額 960,481 47,040 913,441

連結総所要自己資本額 38,419 1,882 36,537

平成26年３月末

平成26年３月末

平成26年３月末

自己資本比率につきましては、１０．３０％（連結ベース）と十分な水準を確保しております。

平成26年３月末

平成26年３月末

自己資本比率（国内基準）については、連結ベースで１０．３０％、単体ベースで１０．０７％となりました。

自己資本比率につきましては、１０．１７％（連結ベース）と十分な水準を確保しております。

【平成26年度決算説明資料】　29頁　Ⅰ平成26年度決算ダイジェスト　５．経営指標　（1）自己資本比率

（国内基準）の推移

【平成26年度決算説明資料】　35頁　Ⅱ平成26年度決算の概要　５．自己資本比率（国内基準）

平成26年３月末
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＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 9.93 △1.20 11.13

単体における自己資本の額 95,206 △5,558 100,764

リスク・アセットの額 957,820 52,524 905,296

単体総所要自己資本額 38,312 2,101 36,211

（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

連結自己資本比率（％） 10.30 △0.92 11.22

連結における自己資本の額 99,409 △4,160 103,569

リスク・アセットの額 965,090 42,494 922,596

連結総所要自己資本額 38,603 1,700 36,903

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年３月末

（速報値） 26年３月末比

自己資本比率（％） 10.07 △0.93 11.00

単体における自己資本の額 96,887 △3,708 100,595

リスク・アセットの額 961,725 47,754 913,971

単体総所要自己資本額 38,469 1,911 36,558

（訂正前）

【連結】 （単位：億円）

平成27年３月末比

自己資本比率 10.34% +0.17% 10.17%

自己資本の額 1,002 +25 977

総所要自己資本額 387 +3 384

【単体】 （単位：億円）

平成27年３月末比

自己資本比率 10.11% +0.18% 9.93%

自己資本の額 971 +19 952

総所要自己資本額 384 +1 383

（訂正後）

【連結】 （単位：億円）

平成27年３月末比

自己資本比率 10.46% +0.16% 10.30%

自己資本の額 1,017 +23 994

総所要自己資本額 388 +2 386

【単体】 （単位：億円）

平成27年３月末比

自己資本比率 10.25% +0.18% 10.07%

自己資本の額 988 +20 968

総所要自己資本額 385 +1 384

（6）平成28年３月期　第１四半期末の自己資本比率等（国内基準）について

平成27年６月末 平成27年３月末

平成27年６月末 平成27年３月末

平成27年６月末

平成26年３月末

平成26年３月末

平成27年３月末

平成27年６月末 平成27年３月末

平成26年３月末
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（訂正前）

平成27年９月末 平成27年３月末

（バーゼルⅢ・速報値） 27年３月末比 （バーゼルⅢ）

連結自己資本比率 9.00% △1.17% 10.17%

単体自己資本比率 8.76% △1.17% 9.93%

（訂正後）

平成27年９月末 平成27年３月末

（バーゼルⅢ・速報値） 27年３月末比 （バーゼルⅢ）

連結自己資本比率 9.01% △1.29% 10.30%

単体自己資本比率 8.79% △1.28% 10.07%

（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 9.00% △1.17% 10.17%

自己資本 90,373 △7,371（△7.5%） 97,744

リスクアセット等 1,003,565 +43,084（+4.5%） 960,481

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 8.76% △1.17% 9.93%

自己資本 87,251 △7,955（△8.4%） 95,206

リスクアセット等 995,895 +38,075（+4.0%） 957,820

（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 9.01% △1.29% 10.30%

自己資本 90,781 △8,628（△8.7%） 99,409

リスクアセット等 1,007,190 +42,100（+4.4%） 965,090

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年９月末

（バーゼルⅢ）

（速報値）

自己資本比率 8.79% △1.28% 10.07%

自己資本 87,849 △9,038（△9.3%） 96,887

リスクアセット等 998,829 +37,104（+3.9%） 961,725

27年３月末比

平成27年３月末

（バーゼルⅢ）

27年３月末比

平成27年３月末

（バーゼルⅢ）

平成27年３月末

（バーゼルⅢ）

27年３月末比

27年３月末比

平成27年３月末

（バーゼルⅢ）

【平成28年3月期第2四半期決算説明資料】　26頁　Ⅰ平成28年3月期　第2四半期決算ダイジェスト

５．自己資本比率（国内基準）の推移

経営健全性の指標である自己資本比率は、連結ベースで９．００％、単体ベースで８．７６％と、十分な健全性を確保しており

ます。

経営健全性の指標である自己資本比率は、連結ベースで９．０１％、単体ベースで８．７９％と、十分な健全性を確保しており

ます。

（7）平成28年３月期　第２四半期（中間期）決算短信　〔日本基準〕（連結）

【平成28年3月期第2四半期決算説明資料】　21頁　Ⅰ平成28年3月期　第2四半期決算ダイジェスト　１．総括

（２）自己資本比率

自己資本比率は連結ベースで９．００％、単体ベースで８．７６％となり、２７年３月末比では､連結ベースで１．１７ポイント低下

しました。

自己資本比率は連結ベースで９．０１％、単体ベースで８．７９％となり、２７年３月末比では､連結ベースで１．２９ポイント低下

しました。
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（訂正前）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年9月末

（速報値） 27年３月末比 26年９月末比

連結自己資本比率（％） 9.00 △1.17 △1.95 10.17 10.95

連結における自己資本の額 90,373 △7,371 △11,933 97,744 102,306

リスク・アセットの額 1,003,565 43,084 69,570 960,481 933,995

連結総所要自己資本額 40,124 1,705 2,765 38,419 37,359

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年9月末

（速報値） 27年３月末比 26年９月末比

自己資本比率（％） 8.76 △1.17 △1.96 9.93 10.72

単体における自己資本の額 87,251 △7,955 △12,636 95,206 99,887

リスク・アセットの額 995,895 38,075 64,925 957,820 930,970

単体総所要自己資本額 39,835 1,523 2,597 38,312 37,238

（訂正後）

＜連結＞ （単位：百万円）

平成27年9月末

（速報値） 27年３月末比 26年９月末比

連結自己資本比率（％） 9.01 △1.29 △1.81 10.30 10.82

連結における自己資本の額 90,781 △ 8,628 △ 11,318 99,409 102,099

リスク・アセットの額 1,007,190 42,100 63,872 965,090 943,318

連結総所要自己資本額 40,287 1,684 2,555 38,603 37,732

＜単体＞ （単位：百万円）

平成27年9月末

（速報値） 27年３月末比 26年９月末比

自己資本比率（％） 8.79 △1.28 △1.82 10.07 10.61

単体における自己資本の額 87,849 △ 9,038 △ 11,831 96,887 99,680

リスク・アセットの額 998,829 37,104 59,825 961,725 939,004

単体総所要自己資本額 39,953 1,484 2,393 38,469 37,560

平成27年３月末 平成26年９月末

平成27年３月末 平成26年９月末

平成27年３月末 平成26年９月末

平成26年９月末

【平成28年3月期第2四半期決算説明資料】　32頁　Ⅱ平成28年３月期　第2四半期決算の概要　５．自己資本比率

（国内基準）

平成27年３月末
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