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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第91期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価

証券報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

   第一部 企業情報 

    第１ 企業の概況 

   １ 主要な経営指標等の推移 

    (1) 当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営 

指標等の推移 

(2) 当行の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

    第２ 事業の状況 

   １ 業績等の概要 

(自己資本比率の状況) 

連結自己資本比率(国内基準) 

単体自己資本比率(国内基準) 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移 

(訂正前) 

 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

 

(自平成14年
４月１日

至平成15年
３月31日)

(自平成15年
４月１日

至平成16年
３月31日)

(自平成16年
４月１日

至平成17年
３月31日)

(自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日) 

(自平成18年
４月１日

至平成19年
３月31日)

   
連結自己資本比率 
(国内基準) 

％ 10.20 10.43 11.02 11.05 9.49

   

（注）〈略〉 

 

(訂正後) 

 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

 

(自平成14年
４月１日

至平成15年
３月31日)

(自平成15年
４月１日

至平成16年
３月31日)

(自平成16年
４月１日

至平成17年
３月31日)

(自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日) 

(自平成18年
４月１日

至平成19年
３月31日)

   
連結自己資本比率 
(国内基準) 

％ 10.20 10.43 11.02 11.05 9.41

   

（注）〈略〉 
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(2) 当行の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

(訂正前) 

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

   
単体自己資本比率 
(国内基準) 

％ 10.19 10.40 10.96 10.92 9.40

（注）〈略〉 

 

(訂正後) 

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

   
単体自己資本比率 
(国内基準) 

％ 10.19 10.40 10.96 10.92 9.27

（注）〈略〉 

 

第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(自己資本比率の状況) 

連結自己資本比率(国内基準) 

(訂正前) 

平成18年３月31日 平成19年３月31日
項目 

金額(百万円) 金額(百万円) 

  
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 
 1,773 1,761

一般貸倒引当金  5,537 5,948

負債性資本調達手段等  ― 10,000

うち永久劣後債務(注２)  ― ―

うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注３)  ― 10,000

計  7,311 17,710

補完的項目 

 (Tier２) 

うち自己資本への算入額 (Ｂ) 7,311 17,710

控除項目 控除項目(注４) (Ｃ) 550 550

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 97,932 90,376

資産(オン・バランス)項目  870,688 867,551

オフ・バランス取引等項目  15,312 9,511

信用リスク・アセットの額 (Ｅ) 886,001 877,062

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

((Ｇ)／８％) 
(Ｆ) ―― 74,777

リスク・ 
アセット等 

(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (Ｇ) ―― 5,982
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 ※計(Ｅ)＋(Ｆ) (Ｈ) 886,001 951,839

連結自己資本比率(国内基準)＝Ｄ／Ｈ×100(％)  11.05 9.49

(参考)Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100(％)  ―― 7.69

（注）〈略〉 

 

(訂正後) 

平成18年３月31日 平成19年３月31日
項目 

金額(百万円) 金額(百万円) 

  
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 
 1,773 1,761

一般貸倒引当金  5,537 6,000

負債性資本調達手段等  ― 10,000

うち永久劣後債務(注２)  ― ―

うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注３)  ― 10,000

計  7,311 17,761

補完的項目 

 (Tier２) 

うち自己資本への算入額 (Ｂ) 7,311 17,761

控除項目 控除項目(注４) (Ｃ) 550 550

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 97,932 90,427

資産(オン・バランス)項目  870,688 875,434

オフ・バランス取引等項目  15,312 9,852

信用リスク・アセットの額 (Ｅ) 886,001 885,287

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

((Ｇ)／８％) 
(Ｆ) ―― 74,777

(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (Ｇ) ―― 5,982

リスク・ 
アセット等 

※計(Ｅ)＋(Ｆ) (Ｈ) 886,001 960,064

連結自己資本比率(国内基準)＝Ｄ／Ｈ×100(％)  11.05 9.41

(参考)Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100(％)  ―― 7.62

（注）〈略〉 

 

単体自己資本比率(国内基準) 

(訂正前) 

平成18年３月31日 平成19年３月31日
項目 

金額(百万円) 金額(百万円) 

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 
 1,773 1,761

一般貸倒引当金  5,499 5,865

負債性資本調達手段等  ― 10,000

うち永久劣後債務(注２)  ― ―

うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注３)  ― 10,000

計  7,273 17,626

補完的項目 

 (Tier２) 

うち自己資本への算入額 (Ｂ) 7,273 17,626

控除項目 控除項目(注４) (Ｃ) 550 550

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 96,161 88,223

リスク・ 資産(オン・バランス)項目  864,739 857,204
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オフ・バランス取引等項目  15,226 9,613

信用リスク・アセットの額 (Ｅ) 879,965 866,818

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

((Ｇ)／８％) 
(Ｆ) ―― 71,706

(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (Ｇ) ―― 5,736

アセット等 

※計(Ｅ)＋(Ｆ) (Ｈ) 879,965 938,525

単体自己資本比率(国内基準)＝Ｄ／Ｈ×100(％)  10.92 9.40

(参考)Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100(％)  ―― 7.58

（注）〈略〉 

 

(訂正後) 

平成18年３月31日 平成19年３月31日
項目 

金額(百万円) 金額(百万円) 

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 
 1,773 1,761

一般貸倒引当金  5,499 5,953

負債性資本調達手段等  ― 10,000

うち永久劣後債務(注２)  ― ―

うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注３)  ― 10,000

計  7,273 17,714

補完的項目 

 (Tier２) 

うち自己資本への算入額 (Ｂ) 7,273 17,714

控除項目 控除項目(注４) (Ｃ) 550 550

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 96,161 88,311

資産(オン・バランス)項目  864,739 870,125

オフ・バランス取引等項目  15,226 10,755

信用リスク・アセットの額 (Ｅ) 879,965 880,881

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

((Ｇ)／８％) 
(Ｆ) ―― 71,706

(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (Ｇ) ―― 5,736

リスク・ 

アセット等 

※計(Ｅ)＋(Ｆ) (Ｈ) 879,965 952,587

単体自己資本比率(国内基準)＝Ｄ／Ｈ×100(％)  10.92 9.27

(参考)Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100(％)  ―― 7.46

（注）〈略〉 


