
平成 24年 5月 15日 

各位 

株式会社ＳＢＪ銀行 

代表取締役社長 宮村 智 

 

 

 

過年度ディスクロージャー誌の一部訂正について 

 

当行の平成 21年 9月期から平成 23年 9月期におけるディスクロージャー誌につきまして、自己資本比

率の計算過程における解釈の相違により、補完的資本及びリスク資産が過大計上されていたことで開示数

値に一部誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させて頂きます。 

 

尚、当行ホームページ上では、訂正後を掲載させて頂いております。 

 

 

記 

 

正誤表 

 

「平成 21年 9月期 （2009年 9月期） 中間期ディスクロージャー誌」 

【P.22】主要な経営指標の推移 

主要経営指標等 

【現    行】 
     

  平成 21年度中間期  

 業務粗利益 172  

 業務純損失 93  

 経常収益 260  

 経常損失 124  

 中間純損失 123  

 資本金 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株  

 純資産額 19,901  

 総資産額 176,055  

 預金残高 114,255  

 貸出金残高 92,301  

 有価証券残高 5,214  

 1株当たり純資産額 0円 99銭  

 1株当たり中間純損失 0円 00銭  

 単体自己資本比率 16.96％  

 従業員数 103人  
     



 

 

【訂  正  後】 
     

  平成 21年度中間期  

 業務粗利益 172  

 業務純損失 93  

 経常収益 260  

 経常損失 124  

 中間純損失 123  

 資本金 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株  

 純資産額 19,901  

 総資産額 176,055  

 預金残高 114,255  

 貸出金残高 92,301  

 有価証券残高 5,214  

 1株当たり純資産額 0円 99銭  

 1株当たり中間純損失 0円 00銭  

 単体自己資本比率 17.06％  

 従業員数 103人  
     

 

 

【P.32】自己資本の構成に関する事項 

【現    行】 
     

    平成 21年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △123  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差損 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,949  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  0  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  



 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,926  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  （－）  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  643  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 643  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,570  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,570  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  95,869  

 オフ・バランス取引等項目  3,445  

 信用リスク・アセットの額  99,314  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  4,267  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  341  

 合計 （Ｆ） 103,582  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  16.96％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  16.34％  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

    平成 21年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △123  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,949  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  0  



 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,926  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  （－）  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  643  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 643  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,570  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,570  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  95,226  

 オフ・バランス取引等項目  3,445  

 信用リスク・アセットの額  98,671  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  4,267  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  341  

 合計 （Ｆ） 102,939  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  17.06％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  16.44％  
     

 

【P.33】自己資本の充実度に関する事項 

１）信用リスクに対する所要自己資本の額 

【現    行】 
     

   平成 21年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 13,636 545  

 （ⅲ）法人等向け 78,657 3,146  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 494 19  

 （ⅶ）その他 3,080 123  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 95,869 3,834  

 オフ・バランス取引等 3,445 137  

 合計 99,314 3,972  
     



 

 

【訂  正  後】 
     

   平成 21年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 13,636 545  

 （ⅲ）法人等向け 78,657 3,146  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 494 19  

 （ⅶ）その他 2,437 97  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 95,226 3,809  

 オフ・バランス取引等 3,445 137  

 合計 98,671 3,946  
     

 

 

【P.33】自己資本の充実度に関する事項 

２）単体総所要自己資本額 

【現    行】 
     

  所要自己資本額  

  平成 21年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 3,972  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 170  

 単体総所要自己資本額 4,143  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  所要自己資本額  

  平成 21年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 3,946  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 170  

 単体総所要自己資本額 4,117  
     

 

 

 

 

 

 



「平成 22年 3月期 （2010年 3月期） ディスクロージャー誌」 

【P.28】主要な経営指標の推移 

主要経営指標等 

【現    行】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月期）  

 経常収益 4,669  

 経常損失 193  

 当期純損失 1,213  

 資本金 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株  

 純資産額 18,733  

 総資産額 369,182  

 預金残高 319,853  

 貸出金残高 93,107  

 有価証券残高 5,997  

 単体自己資本比率 12.14％  

 配当性向 －％  

 従業員数 124人  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月期）  

 経常収益 4,669  

 経常損失 193  

 当期純損失 1,213  

 資本金 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株  

 純資産額 18,733  

 総資産額 369,182  

 預金残高 319,853  

 貸出金残高 93,107  

 有価証券残高 5,997  

 単体自己資本比率 12.19％  

 配当性向 －％  

 従業員数 124人  
     

 

 

 

 

 

 

 

 



【P.38】自己資本の充実度に関する事項 

自己資本比率に係る記載部分 

【現    行】 

平成 22年 3月末時点の自己資本比率は 12.14％（Tier1比率 11.49％） 

 

 

【訂  正  後】 

平成 22年 3月末時点の自己資本比率は 12.19％（Tier1比率 11.56％） 

 

 

【P.40】自己資本の構成に関する事項 

【現    行】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △1,213  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,650  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,136  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  902  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 902  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,039  



 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,039  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  131,931  

 オフ・バランス取引等項目  3,527  

 信用リスク・アセットの額  135,459  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  395  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  4,940  

 合計 （Ｆ） 140,399  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  12.14％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  11.49％  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △1,213  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,650  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,136  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  871  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  



 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 871  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,008  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,008  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  131,028  

 オフ・バランス取引等項目  3,527  

 信用リスク・アセットの額  134,556  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  4,940  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  395  

 合計 （Ｆ） 139,497  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  12.19％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  11.56％  
     

 

 

【P.41】自己資本の充実度に関する事項 

１）信用リスクに対する所要自己資本の額 

【現    行】 
     

   平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 51,662 2,066  

 （ⅲ）法人等向け 75,468 3,018  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 481 19  

 （ⅶ）その他 4,318 172  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 131,931 5,277  

 オフ・バランス取引等 4,940 197  

 合計 136,871 5,474  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

   平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 51,662 2,066  

 （ⅲ）法人等向け 75,468 3,018  



 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 481 19  

 （ⅶ）その他 3,415 136  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 131,028 5,241  

 オフ・バランス取引等 3,527 141  

 合計 134,556 5,382  
     

 

 

【P.41】 自己資本の充実度に関する事項 

5）単体総所要自己資本額 

【現    行】 
     

  所要自己資本額  

  平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

 信用リスク（標準的手法） 5,418  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 7  

 単体総所要自己資本額 5,426  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  所要自己資本額  

  平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）  

 信用リスク（標準的手法） 5,382  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 197  

 単体総所要自己資本額 5,579  
     

 

 

「平成 22年 9月期 （2010年 9月期） 中間期ディスクロージャー誌」 

【P.26】主要な経営指標の推移 

主要経営指標等 

【現    行】 
    

  平成 21年度中間期 平成 22年度中間期 平成 21年度  

 経常収益 260 5,617 4,669  

 経常利益又は経常損失 （△） △124 441 △193  

 中間純利益又は中間（当期）純損失 （△） △123 158 △1,213  

 資本金 10,000 10,000 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株 20,000,000,000株 20,000,000,000株  

 純資産額 19,901 18,947 18,733  

 総資産額 176,055 392,717 369,182  

 預金残高 114,255 343,731 319,853  

 貸出金残高 92,301 108,206 93,107  



 有価証券残高 5,214 19,570 5,997  

 1株当たり純資産額 0円 99銭 0円 94銭 0円 93銭  

 1株当たり中間純利益金額又は中間（当期）純損失金額 （△）  0円 00銭 0円 00銭 △0円 06銭  

 単体自己資本比率 16.96％ 11.02％ 12.14％  

 従業員数 103人 137人 124人  
    

 

 

【訂  正  後】 
    

  平成 21年度中間期 平成 22年度中間期 平成 21年度  

 経常収益 260 5,617 4,669  

 経常利益又は経常損失 （△） △124 441 △193  

 中間純利益又は中間（当期）純損失 （△） △123 158 △1,213  

 資本金 10,000 10,000 10,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株 20,000,000,000株 20,000,000,000株  

 純資産額 19,901 18,947 18,733  

 総資産額 176,055 392,717 369,182  

 預金残高 114,255 343,731 319,853  

 貸出金残高 92,301 108,206 93,107  

 有価証券残高 5,214 19,570 5,997  

 1株当たり純資産額 0円 99銭 0円 94銭 0円 93銭  

 1株当たり中間純利益金額又は中間（当期）純損失金額 （△）  0円 00銭 0円 00銭 △0円 06銭  

 単体自己資本比率 17.06％ 11.06％ 12.19％  

 従業員数 103人 137人 124人  
    

 

 

【P.38】自己資本の構成に関する事項 

【現    行】 
     

    平成 22年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △1,055  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,350  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  



 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,594  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  1,034  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 1,034  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,628  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,628  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  150,728  

 オフ・バランス取引等項目  2,631  

 信用リスク・アセットの額  153,359  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  6,557  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  524  

 合計 （Ｆ） 159,916  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  11.02％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  10.37％  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

    平成 22年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  10,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  10,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △1,055  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  



 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,350  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 16,594  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  993  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 993  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 17,587  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 17,587  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  149,694  

 オフ・バランス取引等項目  2,631  

 信用リスク・アセットの額  152,325  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  6,557  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  524  

 合計 （Ｆ） 158,882  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  11.06％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  10.44％  
     

 

 

【P.39】自己資本の充実度に関する事項 

１）信用リスクに対する所要自己資本の額 

【現    行】 
     

   平成 22年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 54,368 2,174  

 （ⅲ）法人等向け 89,967 3,598  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 407 16  

 （ⅶ）その他 5,985 239  



 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 150,728 6,029  

 オフ・バランス取引等 2,631 105  

 合計 153,359 6,134  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

   平成 22年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 54,368 2,174  

 （ⅲ）法人等向け 89,967 3,598  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 407 16  

 （ⅶ）その他 4,951 198  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 149,694 5,987  

 オフ・バランス取引等 2,631 105  

 合計 152,325 6,093  
     

 

 

【P.39】自己資本の充実度に関する事項 

5）単体総所要自己資本額 

【現    行】 
     

  所要自己資本額  

  平成 22年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 153,359  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 6,557  

 単体総所要自己資本額 159,916  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  所要自己資本額  

  平成 22年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 6,093  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 262  

 単体総所要自己資本額 6,355  
     

 

 

 



「平成 23年 3月期 （2011年 3月期） ディスクロージャー誌」 

【P.31】主要な経営指標の推移 

主要経営指標等 

【現    行】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月期） 平成 22年度（平成 23年 3月期）  

 経常収益 4,669 9,912  

 経常利益又は経常損失 （△） △193 900  

 当期純利益又は当期純損失 （△） △1,213 324  

 資本金 10,000 15,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株 30,000,000,000株  

 純資産額 18,733 29,122  

 総資産額 369,182 400,037  

 預金残高 319,853 334,071  

 貸出金残高 93,107 123,363  

 有価証券残高 5,997 22,391  

 1株当たり純資産額 0円 93銭 0円 97銭  

 
1株当たり当期純利益金額又は 
1株当たり当期純損失金額 （△） 

△0円 06銭 0円 01銭  

 単体自己資本比率 12.14％ 16.21％  

 配当性向 －％ －％  

 従業員数 124人 141人  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  平成 21年度（平成 22年 3月期） 平成 22年度（平成 23年 3月期）  

 経常収益 4,669 9,912  

 経常利益又は経常損失 （△） △193 900  

 当期純利益又は当期純損失 （△） △1,213 324  

 資本金 10,000 15,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000,000,000株 30,000,000,000株  

 純資産額 18,733 29,122  

 総資産額 369,182 400,037  

 預金残高 319,853 334,071  

 貸出金残高 93,107 123,363  

 有価証券残高 5,997 22,391  

 1株当たり純資産額 0円 93銭 0円 97銭  

 
1株当たり当期純利益金額又は 
1株当たり当期純損失金額 （△） 

△0円 06銭 0円 01銭  

 単体自己資本比率 12.19％ 16.29％  

 配当性向 －％ －％  

 従業員数 124人 141人  
     

 

 

 

 



【P.42】自己資本の充実度に関する事項 

自己資本比率に係る記載部分 

【現    行】 

平成 23年 3月末時点の自己資本比率は 16.21％（Tier1比率 15.57％） 

 

 

【訂  正  後】 

平成 23年 3月末時点の自己資本比率は 16.29％（Tier1比率 15.67％） 

 

 

【P.44】自己資本の構成に関する事項 

単体自己資本比率（国内基準） 

【現    行】 
     

    平成 23年 3月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  15,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  15,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △888  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,050  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 27,061  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  1,124  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 1,124  



 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 28,185  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 28,185  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  163,715  

 オフ・バランス取引等項目  2,807  

 信用リスク・アセットの額  166,522  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  7,270  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  581  

 合計 （Ｆ） 173,793  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  16.21％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  15.57％  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

    平成 23年 3月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  15,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  15,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △888  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  2,050  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 27,061  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  1,079  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  



 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 1,079  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 28,140  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 28,140  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  162,590  

 オフ・バランス取引等項目  2,807  

 信用リスク・アセットの額  165,398  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  7,270  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  581  

 合計 （Ｆ） 172,668  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  16.29％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  15.67％  
     

 

 

【P.45】 自己資本の充実度に関する事項 

１）信用リスクに対する所要自己資本の額 

【現    行】 
     

   平成 23年 3月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 53,305 2,132  

 （ⅲ）法人等向け 101,901 4,076  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 351 14  

 （ⅶ）その他 8,156 326  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 163,715 6,548  

 オフ・バランス取引等 2,807 112  

 合計 166,522 6,660  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

   平成 23年 3月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 53,305 2,132  



 （ⅲ）法人等向け 101,901 4,076  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 351 14  

 （ⅶ）その他 7,032 281  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 162,590 6,508  

 オフ・バランス取引等 2,807 112  

 合計 165,398 6,615  
     

 

 

【P.45】 自己資本の充実度に関する事項 

5）単体総所要自己資本額 

【現    行】 
     

  所要自己資本額  

  平成 23年 3月末  

 信用リスク（標準的手法） 6,660  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 23  

 単体総所要自己資本額 6,684  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  所要自己資本額  

  平成 23年 3月末  

 信用リスク（標準的手法） 6,615  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 290  

 単体総所要自己資本額 6,906  
     

 

 

「平成 23年 9月期 （2011年 9月期） 中間期ディスクロージャー誌」 

【P.21】主要な経営指標の推移 

主要経営指標等 

【現    行】 
    

  
平成 21年度

中間期 

平成 22年度

中間期 

平成 23年度

中間期 
平成 21年度 平成 22年度  

 経常収益 260 5,050 5,122 4,669 9,912  

 経常利益又は経常損失 （△） △124 441 591 △193 900  

 中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失  （△） △123 158 241 △1,213 324  

 資本金 10,000 10,000 15,000 10,000 15,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000百万株 20,000百万株 30,000百万株 20,000百万株 30,000百万株  

 純資産額 19,901 18,947 29,343 18,733 29,122  

 総資産額 176,055 392,717 418,810 369,182 400,037  

 預金残高 114,255 343,731 350,817 319,853 334,071  



 貸出金残高 92,301 108,206 132,997 93,107 123,363  

 有価証券残高 5,214 19,570 23,774 5,997 22,391  

 1株当たり純資産額 0円 99銭 0円 94銭 0円 97銭 0円 93銭 0円 97銭  

 1 株当たり中間（当期）純利益金額又は 1 株当たり中間（当期）純損失金額 （△）  0円 00銭 0円 00銭 0円 00銭 △0円 06銭 0円 01銭  

 単体自己資本比率 16.96％ 11.02％ 15.09％ 12.14％ 16.21％  

 従業員数 103人 137人 163人 124人 141人  
    

 

 

【訂  正  後】 
    

  
平成 21年度

中間期 

平成 22年度

中間期 

平成 23年度

中間期 
平成 21年度 平成 22年度  

 経常収益 260 5,050 5,122 4,669 9,912  

 経常利益又は経常損失 （△） △124 441 591 △193 900  

 中間（当期）純利益又は中間（当期）純損失  （△） △123 158 241 △1,213 324  

 資本金 10,000 10,000 15,000 10,000 15,000  

 発行済株式数（普通株式） 20,000百万株 20,000百万株 30,000百万株 20,000百万株 30,000百万株  

 純資産額 19,901 18,947 29,343 18,733 29,122  

 総資産額 176,055 392,717 418,810 369,182 400,037  

 預金残高 114,255 343,731 350,817 319,853 334,071  

 貸出金残高 92,301 108,206 132,997 93,107 123,363  

 有価証券残高 5,214 19,570 23,774 5,997 22,391  

 1株当たり純資産額 0円 99銭 0円 94銭 0円 97銭 0円 93銭 0円 97銭  

 1 株当たり中間（当期）純利益金額又は 1 株当たり中間（当期）純損失金額 （△）  0円 00銭 0円 00銭 0円 00銭 △0円 06銭 0円 01銭  

 単体自己資本比率 17.06％ 11.06％ 15.16％ 12.19％ 16.29％  

 従業員数 103人 137人 163人 124人 141人  
    

 

 

【P.31】 自己資本の構成に関する事項 

単体自己資本比率（国内基準） 

【現    行】 
     

    平成 23年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  15,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  15,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △647  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  

 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  



 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  1,750  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 27,602  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  1,238  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 1,238  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 28,840  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 28,840  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  178,938  

 オフ・バランス取引等項目  3,879  

 信用リスク・アセットの額  182,817  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  8,252  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  660  

 合計 （Ｆ） 191,069  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  15.09％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  14.44％  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

    平成 23年 9月末  

 基本的項目 （Tier1)    

 資本金  15,000  

 うち非累積的永久優先株  －  

 新株式申込証拠金  －  

 資本準備金  15,000  

 その他資本剰余金  －  

 利益準備金  △647  

 その他利益剰余金  －  

 その他  －  

 自己株式 （△）  －  

 自己株式申込証拠金  －  



 社外流出予定額 （△）  －  

 その他有価証券の評価差額 （△）  －  

 新株予約権  －  

 営業権相当額 （△）  －  

 のれん相当額 （△）  1,750  

 企業結合により計上される無形固定資産相当額 （△）  －  

 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 （△）  －  

 ※繰延税金資産の控除前の［基本的項目］ 計（上記各項目の合計額）  －  

 ※繰延税金資産の控除金額 （△）  －  

 ［基本的項目］ 計                                        （Ａ） 27,602  

 うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券  －  

 （基本的項目に対する割合）  －  

 補完的項目 （Tier2)    

 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  －  

 一般貸倒引当金  1,186  

 負債性資本調達手段等  －  

 うち永久劣後債務  －  

 うち期限付劣後債務及び期限付優先株  －  

 補完的項目不算入額 （△）  －  

 ［補完的項目］ 計 （Ｂ） 1,186  

 自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ） （Ｃ） 28,788  

 控除項目 （Ｄ） －  

 自己資本額    

 自己資本額 （Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 28,788  

 リスク・アセット額    

 資産（オン・バランス）項目  177,700  

 オフ・バランス取引等項目  3,879  

 信用リスク・アセットの額  181,579  

 オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額  8,252  

 （参考）オペレーショナル・リスク相当額  660  

 合計 （Ｆ） 189,831  

 自己資本比率    

 単体自己資本比率（国内基準）（Ｅ）／（Ｆ）  15.16％  

 参考：Tier 1比率（国内基準）（Ａ）／（Ｆ）  14.54％  
     

 

 

【P.32】 自己資本の充実度に関する事項 

１）信用リスクに対する所要自己資本の額 

【現    行】 
     

   平成 23年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 54,200 2,168  

 （ⅲ）法人等向け 115,176 4,607  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  



 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 － －  

 （ⅶ）その他 9,561 382  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 178,938 7,157  

 オフ・バランス取引等 3,879 155  

 合計 182,817 7,312  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

   平成 23年 9月末  

  リスク・アセット 所要自己資本額  

 資産（オン・バランス）項目    

 （ⅰ）ソブリン向け － －  

 （ⅱ）金融機関等向け 54,200 2,168  

 （ⅲ）法人等向け 115,176 4,607  

 （ⅳ）中小企業等・個人向け － －  

 （ⅴ）抵当権付住宅ローン向け － －  

 （ⅵ）3ヵ月以上延滞等 － －  

 （ⅶ）その他 8,323 332  

 証券化エクスポージャー － －  

 資産（オン・バランス） 計 177,700 7,108  

 オフ・バランス取引等 3,879 155  

 合計 181,579 7,263  
     

 

【P.32】 自己資本の充実度に関する事項 

5）単体総所要自己資本額 

【現    行】 
     

  所要自己資本額  

  平成 23年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 7,312  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 330  

 単体総所要自己資本額 7,642  
     

 

 

【訂  正  後】 
     

  所要自己資本額  

  平成 23年 9月末  

 信用リスク（標準的手法） 7,263  

 オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 330  

 単体総所要自己資本額 7,593  
     

 


