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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成22年８月11日に提出いたしました第６期第１四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月

30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期

報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所については、XBRLデータの修正を行いまし

たので、併せて修正後のXBRL形式のデータ一式(表示情報ファイルを含む)を関連書類として提出いた

します。 

 

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 

第２ 事業の状況 

    ４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

     (2) キャッシュ・フローの状況 

   第５ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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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】 

(訂正前) 

 
平成21年度 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

平成22年度 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

平成21年度 

 

(自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
６月30日) 

(自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
    ６月30日) 

(自平成21年 
   ４月１日 
 至平成22年 
    ３月31日) 

経常収益 百万円 21,206 23,308 86,213 

経常利益 百万円 1,587 3,943 6,626 

四半期純利益 百万円 1,150 1,668 ― 

当期純利益 百万円 ― ― 5,836 

純資産額 百万円 144,733 164,965 158,900 

総資産額 百万円 3,521,587 3,719,923 3,673,074 

１株当たり純資産額 円 147.34 177.23 168.08 

１株当たり四半期純利益金額 円 1.56 2.28 ― 

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 7.06 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 1.15 1.69 ― 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 ― ― 5.83 

自己資本比率 ％ 4.05 4.38 4.27 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 14,778 40,223 136,243 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △16,546 △56,486 △125,198 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △2,948 △2,821 △5,905 

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 52,276 43,019 62,121 

従業員数 人 2,850 2,945 2,746 

(注) (省略) 
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(訂正後) 

 
平成21年度 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

平成22年度 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

平成21年度 

 

(自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
６月30日) 

(自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
    ６月30日) 

(自平成21年 
   ４月１日 
 至平成22年 
    ３月31日) 

経常収益 百万円 21,206 23,308 86,213 

経常利益 百万円 1,587 3,943 6,626 

四半期純利益 百万円 1,150 1,668 ― 

当期純利益 百万円 ― ― 5,836 

純資産額 百万円 144,733 164,965 158,900 

総資産額 百万円 3,521,587 3,719,923 3,673,074 

１株当たり純資産額 円 147.34 177.23 168.08 

１株当たり四半期純利益金額 円 1.56 2.28 ― 

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 7.06 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 1.15 1.69 ― 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 ― ― 5.83 

自己資本比率 ％ 4.05 4.38 4.27 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 14,778 40,220 137,171 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △16,546 △56,483 △126,125 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △2,948 △2,821 △5,905 

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 52,276 43,019 62,121 

従業員数 人 2,850 2,945 2,746 

(注) (省略) 
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第２ 【事業の状況】 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(2) キャッシュ・フローの状況 

(訂正前) 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比

191億2百万円減少し、430億19百万円となりました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などを

主因に402億23百万円（前年同期比＋254億45百万円）となりました。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得に

よる支出などを主因に△564億86百万円（前年同期比△399億40百万円）となりました。 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額を

主因に△28億21百万円（前年同期比＋1億26百万円）となりました。 

 

(訂正後) 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比

191億2百万円減少し、430億19百万円となりました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などを

主因に402億20百万円（前年同期比＋254億41百万円）となりました。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得に

よる支出などを主因に△564億83百万円（前年同期比△399億37百万円）となりました。 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

     当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額を

主因に△28億21百万円（前年同期比＋1億26百万円）となりました。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 【四半期連結財務諸表】 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(訂正前) 

(単位：百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,019 4,077 

減価償却費 667 919 

減損損失 － 785 

 のれん償却額 419 419 

 負ののれん償却額 △26 － 

 貸倒引当金の増減（△） △1,505 △2,990 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △182 0 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 △7 

 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △67 △36 

 偶発損失引当金の増減（△） 23 0 

 資金運用収益 △15,528 △15,172 

 資金調達費用 2,567 2,433 

 有価証券関係損益（△） 122 △1,410 

 為替差損益（△は益） △544 4,653 

 固定資産処分損益（△は益）  10 1 

 商品有価証券の純増（△）減 △118 △995 

 貸出金の純増（△）減 31,854 49,644 

預金の純増減（△） 100,294 55,052 

 譲渡性預金の純増減（△） △15,181 △40,072 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）  △14,293 △4,079 

預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 3,000 － 

 コールローン等の純増（△）減 △18,921 35,527 

 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △72,234 △83,795 

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,394 10,042 

 外国為替（資産）の純増（△）減 2,443 △92 

 外国為替（負債）の純増減（△） △116 17 

 資金運用による収入 14,720 14,052 

 資金調達による支出 △1,625 △1,902 

 その他 △4,008 13,581 

 小計 15,155 40,657 

 法人税等の支払額 △376 △433 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 14,778 40,223 

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 △189,476 △152,893 

 有価証券の売却による収入 134,077 72,479 

 有価証券の償還による収入 39,535 25,438 

 有形固定資産の取得による支出 △395 △1,010 

 有形固定資産の売却による収入 38 － 

 無形固定資産の取得による支出 △326 △500 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,546 △56,486 

（後略） 
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(訂正後)  
(単位：百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,019 4,077 

減価償却費 667 919 

減損損失 － 785 

 のれん償却額 419 419 

 負ののれん償却額 △26 － 

 貸倒引当金の増減（△） △1,505 △2,990 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △182 0 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 △7 

 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △67 △36 

 偶発損失引当金の増減（△） 23 0 

 資金運用収益 △15,528 △15,172 

 資金調達費用 2,567 2,433 

 有価証券関係損益（△） 122 △1,410 

 為替差損益（△は益） △544 4,653 

 固定資産処分損益（△は益）  10 1 

 商品有価証券の純増（△）減 △118 △995 

 貸出金の純増（△）減 31,854 49,644 

預金の純増減（△） 100,294 55,052 

 譲渡性預金の純増減（△） △15,181 △40,072 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）  △14,293 △4,079 

預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 3,000 － 

 コールローン等の純増（△）減 △18,921 35,527 

 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △72,234 △83,795 

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,394 10,042 

 外国為替（資産）の純増（△）減 2,443 △92 

 外国為替（負債）の純増減（△） △116 17 

 資金運用による収入 14,720 14,052 

 資金調達による支出 △1,625 △1,902 

 その他 △4,008 13,578 

 小計 15,155 40,654 

 法人税等の支払額 △376 △433 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 14,778 40,220 

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 △189,476 △152,893 

 有価証券の売却による収入 134,077 73,977 

 有価証券の償還による収入 39,535 23,943 

 有形固定資産の取得による支出 △395 △1,010 

 有形固定資産の売却による収入 38 － 

 無形固定資産の取得による支出 △326 △500 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,546 △56,483 

（後略） 
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