
全国銀行財務諸表分析（平成 16 年度決算）の訂正 

 

○全国銀行概況（下線部分が訂正個所） 

該当個所 正 誤 

11 頁右段 19 行目～（概況

経常利益） 

･･･減少したこと等から、1 兆 9,019

億円（同 1兆 3,891 億円、270.8％増）

･･･減少したこと等から、1 兆 9,017

億円（同 1兆 3,891 億円、271.0％増）

11 頁右段 23 行目～（概況

当期純利益） 

･･･減少したこと等から、1 兆 2,943

億円となり、5年ぶりに黒字となった

（前年度は 7,796 億円の赤字）。 

･･･減少したこと等から、1 兆 2,941

億円となり、5年ぶりに黒字となった

（前年度は 7,799 億円の赤字）。 

12 頁右段 2行目～（損益状

況 その他経常収益・費用）

･･･個別貸倒引当金純繰入額は 1 兆

7,124 億円（前年度比 7,135 億円、 

･･･個別貸倒引当金純繰入額は 1 兆

7,126 億円（前年度比 7,136 億円、 

12 頁右段 6行目～（損益状

況 その他経常収益・費用）

･･･その損失超過額は 3 兆 6,761 億円

と、 

･･･その損失超過額は 3 兆 6,763 億円

と、 

12 頁右段 11 行目～（損益

状況 経常利益・当期純利

益） 

･･･経常費用は 15 兆 167 億円（同 2

兆 290 億円、11.9％減）となり、経常

利益は 1兆 9,019 億円（同 1兆 3,891

億円、270.8％増）と 

･･･経常費用は 15 兆 169 億円（同 2

兆 291 億円、11.9％減）となり、経常

利益は 1兆 9,017 億円（同 1兆 3,891

億円、271.0％増）と 

12 頁右段 19 行目～（損益

状況 経常利益・当期純利

益） 

･･･減少したこと等から、1 兆 2,943

億円となり、5年ぶりに黒字（前年度

は 7,796 億円の赤字）となった 

･･･減少したこと等から、1 兆 2,941

億円となり、5年ぶりに黒字（前年度

は 7,799 億円の赤字）となった 

15 頁左段 6行目～（自己資

本） 

また、資本勘定全体でも、31 兆 4,348

億円（同 2兆 4,748 億円、 

また、資本勘定全体でも、31 兆 4,357

億円（同 2兆 4,746 億円、 

 

・表 1 経常利益の内訳（業態別） 

該当頁 業  態 科  目  名 正 誤 

13 頁 

全国銀行 
その他経常収支（16 年度） △36,761 △36,763

経常利益（16 年度） 19,019 19,017

地方銀行 

その他経常収支（16 年度） △5,056 △5,058

   〃   （前年度増減額） 9,833 9,834

経常利益（16 年度） 9,231 9,229

 

○業態別動向 地方銀行（下線部分が訂正個所） 

該当個所 正 誤 

18 頁左段 32 行～ ･･･4 年ぶりに黒字（9,231 億円の黒

字）となった（前年度 969 億円の赤

字）。また、当期純利益は、5 年ぶり

の黒字（6,870 億円の黒字）となった

（前年度 6,470 億円の赤字）。 

･･･4 年ぶりに黒字（9,229 億円の黒

字）となった（前年度 972 億円の赤

字）。また、当期純利益は、5 年ぶり

の黒字（6,868 億円の黒字）となった

（前年度 6,472 億円の赤字）。 

19 頁左段 17 行目～（損益

状況 その他経常収益・費

用） 

個別貸倒引当金純繰入額が 4,948 億

円（前年度比 4,086 億円、 

個別貸倒引当金純繰入額が 4,950 億

円（前年度比 4,087 億円、 

19 頁左段 22 行目～（損益

状況 その他経常収益・費

用） 

この結果、その他経常収支は、5,056

億円の損失超過となったが、損失超過

額が前年度（1兆 4,889 億円） 

この結果、その他経常収支は、5,058

億円の損失超過となったが、損失超過

額が前年度（1兆 4,892 億円） 

19 頁左段 28 行目～（損益

状況 経常利益・当期純利

益） 

･･･経常費用は 3 兆 6,933 億円（同 1

兆 1,379 億円、23.6％減）となり、経

常利益は 9,231 億円の黒字（前年度

969 億円の赤字） 

･･･経常費用は 3 兆 6,935 億円（同 1

兆 1,379 億円、23.6％減）となり、経

常利益は 9,229 億円の黒字（前年度

972 億円の赤字） 

19 頁左段 33 行目～（損益

状況 経常利益・当期純利

益） 

･･･減少したこと等から、6,870 億円

の黒字（同 6,470 億円の赤字） 

･･･減少したこと等から、6,868 億円

の黒字（同 6,472 億円の赤字） 



20頁右段7行目（自己資本） 資本勘定全体では、10 兆 3,615 億円

（同 7,267 億円、 

資本勘定全体では、10 兆 3,624 億円

（同 7,265 億円、 

 

○付属表・参考表【平成 18 年 2 月訂正】 

・第 12 表 経営諸比率の推移 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

37 頁 信託銀行 
15 経常利益率 17.7 －

15 利 益 率 23.0 －

 

○付属表・参考表【平成 20 年 2 月訂正】 

・第 1表 主要負債残高の構成 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

26 頁 

全国銀行 

14 
資本勘定（残高） 248,382 248,396

その他共計（残高） 7,462,680 7,462,694

15 
資本勘定（残高） 289,600 289,611

その他共計（残高） 7,466,558 7,466,569

16 
資本勘定（残高） 314,348 314,357

その他共計（残高） 7,458,898 7,458,907

地方銀行 

14 
資本勘定（残高） 92,284 92,298

その他共計（残高） 2,043,958 2,043,972

15 
資本勘定（残高） 95,423 95,434

その他共計（残高） 2,064,655 2,064,667

16 
資本勘定（残高） 103,615 103,624

その他共計（残高） 2,137,047 2,137,057

 

・第 2表 主要資産残高の構成 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

27 頁 

全国銀行 

14 貸倒引当金（残高） △125,863 △125,849

15 貸倒引当金（残高） △106,238 △106,227

16 貸倒引当金（残高） △82,795 △82,786

地方銀行 

14 貸倒引当金（残高） △34,562 △34,548

15 貸倒引当金（残高） △35,050 △35,039

16 貸倒引当金（残高） △29,034 △29,024

 

・第 10 表 引当金の推移 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

35 頁 全国銀行 

14 

貸倒引当金（残高） 125,863 125,849

  〃  （増減額） △8,281 △8,295

個別貸倒引当金（残高） 60,823 60,809

   〃   （増減額） △18,655 △18,669

（純繰入額）（金額） 20,218 20,204

15 

貸倒引当金（残高） 106,238 106,227

  〃  （増減額） △19,625 △19,622

個別貸倒引当金（残高） 50,634 50,622

   〃   （増減額） △10,189 △10,186

（純繰入額）（金額） 24,259 24,262

16 

貸倒引当金（残高） 82,795 82,786

  〃  （増減額） △23,443 △23,441

個別貸倒引当金（残高） 42,640 42,631



   〃   （増減額） △7,994 △7,992

（純繰入額）（金額） 17,124 17,126

地方銀行 

14 

貸倒引当金（残高） 34,562 34,548

  〃  （増減額） △306 △320

個別貸倒引当金（残高） 22,364 22,350

   〃   （増減額） △1,304 △1,318

（純繰入額）（金額） 6,172 6,158

15 

貸倒引当金（残高） 35,050 35,039

  〃  （増減額） 167 170

個別貸倒引当金（残高） 21,988 21,977

   〃   （増減額） △589 △586

（純繰入額）（金額） 8,835 8,838

16 

貸倒引当金（残高） 29,034 29,024

  〃  （増減額） △6,401 △6,399

個別貸倒引当金（残高） 17,894 17,885

   〃   （増減額） △4,206 △4,203

（純繰入額）（金額） 4,948 4,950

 

・第 11 表（下表） 資本勘定の推移 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

36 頁 

全国銀行 

14 

利益剰余金（残高） 43,742 43,756

うち当期未処分利益（残高） △35,873 △35,859

その他共計（残高） 248,382 248,396

  〃  （増減額） △56,395 △56,381

15 

利益剰余金（残高） 62,964 62,976

  〃  （増減額） 19,222 19,220

うち当期未処分利益（残高） △1,124 △1,112

    〃    （増減額） 34,749 34,746

その他共計（残高） 289,600 289,611

  〃  （増減額） 41,218 41,215

16 

資本金（構成比） 33.7 33.6

利益剰余金（残高） 89,199 89,208

  〃  （増減額） 26,235 26,232

うち当期未処分利益（残高） 18,566 18,576

    〃    （増減額） 19,691 19,689

その他共計（残高） 314,348 314,357

  〃  （増減額） 24,748 24,746

地方銀行 

14 

利益剰余金（残高） 45,570 45,584

うち当期未処分利益（残高） △1,026 △1,012

その他共計（残高） 92,284 92,298

  〃  （増減額） △5,258 △5,244

15 

利益剰余金（残高） 39,163 39,174

  〃  （増減額） △6,406 △6,408

うち当期未処分利益（残高） △6,359 △6,348

    〃    （増減額） △5,332 △5,335

その他共計（残高） 95,423 95,434

  〃  （増減額） 2,471 2,469

16 

利益剰余金（残高） 47,673 47,683

  〃  （増減額） 8,404 8,402

うち当期未処分利益（残高） △428 △419

    〃    （増減額） 5,825 5,823

その他共計（残高） 103,615 103,624



  〃  （増減額） 7,267 7,265

 

・第 13 表 損益勘定の推移 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

38 頁 

全国銀行 

14 

経常費用（金額） 226,004 225,990

経常利益（金額） ▲48,087 ▲48,073

当期純利益（金額） ▲48,529 ▲48,515

15 

経常費用（金額） 170,457 170,460

経常利益（金額） 5,129 5,126

当期純利益（金額） ▲7,796 ▲7,799

16 

経常費用（金額） 150,167 150,169

経常利益（金額） 19,019 19,017

 〃  （増減率） 270.8 271.0

当期純利益（金額） 12,943 12,941

地方銀行 

14 

経常費用（金額） 47,548 47,534

経常利益（金額） ▲1,522 ▲1,507

当期純利益（金額） ▲2,088 ▲2,074

15 

経常費用（金額） 47,580 47,583

経常利益（金額） ▲1,070 ▲1,072

当期純利益（金額） ▲6,575 ▲6,578

16 

経常費用（金額） 36,933 36,935

経常利益（金額） 9,231 9,229

当期純利益（金額） 6,870 6,868

 

・第 15 表 経常費用主要項目の内訳 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

40 頁 

全国銀行 

14 その他経常費用（金額） 115,124 115,110

15 その他経常費用（金額） 67,046 67,048

16 その他経常費用（金額） 50,766 50,768

地方銀行 

14 
その他経常費用（金額） 16,994 16,980

   〃   （前年度比） △23.7 △23.8

15 
その他経常費用（金額） 17,474 17,477

   〃   （前年度比） 2.0 2.1

16 その他経常費用（金額） 7,484 7,486

 

・第 20 表 利益処分状況 

該当頁 業   態 期 科  目  名 正 誤 

44 頁 
全国銀行 

14 

当期純利益（金額） ▲48,528.8 ▲48,514.7

繰越利益増減（金額） △12,632.9 △12,618.8

次期繰越利益（金額） 1,726.7 1,740.8

  〃   （前年度比） 45.4 46.5

15 

当期純利益（金額） ▲7,796.2 ▲7,798.9

繰越利益増減（金額） △552.2 △554.9

次期繰越利益（金額） 7,334.7 7,346.1

  〃   （前年度比） 324.8 322.0

16 

当期純利益（金額） 12,943.3 12,941.2

繰越利益増減（金額） 6,138.9 6,136.8

次期繰越利益（金額） 13,566.9 13,576.3

  〃   （前年度比） 85.0 84.8

地方銀行 14 当期純利益（金額） ▲2,087.8 ▲2,073.8



繰越利益増減（金額） △1,177.4 △1,163.3

次期繰越利益（金額） 292.1 306.2

  〃   （前年度比） △77.0 △75.9

15 

当期純利益（金額） ▲6,575.1 ▲6,577.8

繰越利益増減（金額） △6,960.9 △6,963.6

次期繰越利益（金額） ▲6,341.5 ▲6,330.1

16 

当期純利益（金額） 6,870.1 6,868.0

繰越利益増減（金額） 1,897.3 1,895.2

次期繰越利益（金額） ▲4,890.0 ▲4,880.7

 

○財務諸表等 

・銀行別諸比率表 

該当頁 銀 行 名 該  当  個  所 
修正後又は 

確定後 

修正前又は 

確定前 

58 頁 りそな銀行 配当金（1株あたり） 中間期 0.66 －

59 頁 

但馬銀行 
自己資本比率（単体） 10.17 10.16

  〃   （単体・15年度末比） 0.04 0.03

広島銀行 
自己資本比率（連結） 9.36 9.37

  〃   （連結・15年度末比） 0.43 0.44

十八銀行 

自己資本比率（連結） 8.90 8.99

  〃   （連結・15年度末比） △0.92 △0.91

自己資本比率（単体） 8.78 8.85

  〃   （単体・15年度末比） △0.94 △0.95

山形しあわせ銀行 金利リスクポートフォリオヘッジ 空欄 ○

 

・全国銀行総合財務諸表（単体）【平成 20 年 2 月訂正】 

該当頁 業   態 科  目  名 正 誤 

63 頁 

全国銀行 

利益剰余金（当期計数） 8,919,948 8,920,878

  〃  （15 年度末比較） 2,623,459 2,623,249

当期未処分利益（当期計数） 1,856,673 1,857,603

   〃   （15 年度末比較） 1,969,081 1,968,871

当期純利益（当期計数） 1,294,326 1,294,116

  〃  （15 年度末比較） 2,073,948 2,074,008

資本の部合計（当期計数） 31,434,814 31,435,744

  〃   （15 年度末比較） 2,474,775 2,474,565

負債及び資本の部合計（当期計数） 745,889,842 745,890,772

    〃     （15 年度末比較） △766,007 △766,217

貸倒引当金（当期計数） △8,279,595 △8,278,665

  〃  （15 年度末比較） 2,344,266 2,344,056

資産の部合計（当期計数） 745,889,842 745,890,772

  〃   （15 年度末比較） △766,007 △766,217

地方銀行 

利益剰余金（当期計数） 4,767,397 4,768,327

  〃  （15 年度末比較） 840,420 840,210

当期未処分利益（当期計数） △42,858 △41,928

   〃   （15 年度末比較） 582,476 582,266

当期純利益（当期計数） 687,011 686,801

  〃  （15 年度末比較） 1,334,015 1,334,075

資本の部合計（当期計数） 10,361,562 10,362,492

  〃   （15 年度末比較） 726,728 726,518

負債及び資本の部合計（当期計数） 213,704,780 213,705,710

    〃     （15 年度末比較） 4,568,760 4,568,550



貸倒引当金（当期計数） △2,903,424 △2,902,494

  〃  （15 年度末比較） 640,076 639,866

資産の部合計（当期計数） 213,704,780 213,705,710

  〃   （15 年度末比較） 4,568,760 4,568,550

66 頁 

全国銀行 
経常費用（当期計数） 15,016,661 15,016,871

 〃  （15 年度比較） △2,029,045 △2,029,105

地方銀行 
経常費用（当期計数） 3,693,321 3,693,531

 〃  （15 年度比較） △1,137,860 △1,137,920

67 頁 

全国銀行 

その他経常費用（当期計数） 5,076,586 5,076,796

   〃   （15 年度比較） △1,627,981 △1,628,041

貸倒引当金繰入額（当期計数） 843,056 843,266

   〃    （15 年度比較） △1,647,056 △1,647,116

経常利益（当期計数） 1,901,920 1,901,710

 〃  （15 年度比較） 1,389,064 1,389,124

 〃  （増減率） 270.8 271.0

税引前当期純利益（当期計数） 2,603,643 2,603,433

   〃   （15 年度比較） 1,611,312 1,611,372

当期純利益（当期計数） 1,294,326 1,294,116

  〃  （15 年度比較） 2,073,948 2,074,008

前期繰越利益（当期計数） 733,587 734,727

  〃   （15 年度比較） 571,485 571,215

  〃   （増減率） 352.5 349.3

当期未処分利益（当期計数） 1,856,673 1,857,603

   〃   （15 年度比較） 1,969,081 1,968,871

次期繰越利益（当期計数） 1,356,696 1,357,626

  〃   （15 年度比較） 623,230 623,020

  〃   （増減率） 85.0 84.8

地方銀行 

その他経常費用（当期計数） 748,417 748,627

   〃   （15 年度比較） △1,022,795 △1,022,855

貸倒引当金繰入額（当期計数） 395,844 396,054

   〃    （15 年度比較） △598,314 △598,374

経常利益（当期計数） 923,148 922,938

 〃  （15 年度比較） 1,020,062 1,020,122

税引前当期純利益（当期計数） 1,069,736 1,069,526

   〃   （15 年度比較） 1,136,747 1,136,807

当期純利益（当期計数） 687,011 686,801

  〃  （15 年度比較） 1,334,015 1,334,075

前期繰越利益（当期計数） △637,114 △635,974

  〃   （15 年度比較） △654,778 △655,048

当期未処分利益（当期計数） △42,858 △41,928

   〃   （15 年度比較） 582,476 582,266

次期繰越利益（当期計数） △489,001 △488,071

  〃   （15 年度比較） 143,727 143,517

 

・各行別財務諸表（単体） 

該当頁 銀 行 名 科  目  名 正 誤 

110 頁 十八銀行 

預金（構成比） 83.7 83.6

負債の部合計（構成比） 95.0 94.9

利益剰余金（当期計数） 53,197 54,127

  〃  （構成比） 2.3 2.4

  〃  （15 年度末比較） △14,003 △14,213

資本の部合計（当期計数） 113,788 114,718



  〃   （構成比） 5.0 5.1

  〃   （15 年度末比較） △11,704 △11,914

負債及び資本の部合計（当期計数） 2,264,722 2,265,652

    〃     （15 年度末比較） 48,977 48,767

貸出金（構成比） 64.1 64.0

貸倒引当金（当期計数） △62,307 △61,377

  〃  （構成比） △2.8 △2.7

  〃  （15 年度末比較） △12,320 △12,530

（欄外）個別貸倒引当金（当期計数） 38,220 37,290

     〃     （15 年度末比較） 2,927 3,137

111 頁 十八銀行 

経常費用（当期計数） 74,978 75,188

 〃  （前年度比較） 23,716 23,656

営業経費（構成比） 36.5 36.4

その他経常費用（当期計数） 40,732 40,942

   〃   （構成比） 54.3 54.5

   〃   （前年度比較） 22,737 22,677

貸倒引当金繰入額（当期計数） 32,586 32,796

   〃    （構成比） 43.5 43.6

   〃    （前年度比較） 20,416 20,356

貸出金償却（構成比） 6.3 6.2

経常利益（当期計数） △22,200 △22,410

 〃  （前年度比較） △25,786 △25,726

税引前当期純利益（当期計数） △23,271 △23,481

   〃    （前年度比較） △27,090 △27,030

当期純利益（当期計数） △13,854 △14,064

  〃  （前年度比較） △15,965 △15,905

前期繰越利益（当期計数） 953 2,093

  〃   （前年度比較） 440 170

当期未処分利益（当期計数） △12,628 △11,698

   〃   （前年度比較） △15,002 △15,212

次期繰越利益（当期計数） 972 1,902

  〃   （前年度比較） 19 △191

（欄外）②個別貸倒引当金純繰入額 

         （当期計数） 
23,193 23,403

    〃    （前年度比較） 12,777 12,717

156 頁 
ｱｲﾜｲﾊﾞﾝｸ銀行 

（現セブン銀行）

（欄外）③破綻先債権額（当期計数） － 0

    〃    （15 年度末比較） － 0

（欄外）④延滞債権額（当期計数） － 0

    〃   （15 年度末比較） － 0

（欄外）⑤3カ月以上延滞債権額 

           （当期計数） 
－ 0

     〃     （15 年度末比較） － 0

（欄外）⑥貸出条件緩和債権額（当期計数） － 0

     〃     （15 年度末比較） － 0

 

・全国銀行連結総合財務諸表【平成 18 年 2 月訂正】 

該当頁 業  態 科  目  名 正 誤 

162 頁 全国銀行 

債券繰延資産（当期計数） 736 6,731

  〃   （15 年度末比較） △42 5,953

  〃   （増減率） △5.4 765.2

繰延税金資産（当期計数） 5,971,970 5,965,975

  〃   （15 年度末比較） △1,377,112 △1,383,107



  〃   （増減率） △18.7 △18.8

164 頁 地方銀行Ⅱ 

債券繰延資産（当期計数） － 5,995

  〃   （構成比） 空欄 0.0

  〃   （15 年度末比較） － 5,995

  〃   （増減率） 空欄 －

繰延税金資産（当期計数） 408,598 402,603

  〃   （15 年度末比較） △86,686 △92,681

  〃   （増減率） △17.5 △18.7

 

・全国銀行連結総合財務諸表【平成 20 年 2 月訂正】 

該当頁 業   態 科  目  名 正 誤 

162 頁 

全国銀行 

繰延税金負債（当期計数） 352,031 351,987

  〃   （15 年度末比較） 113,952 113,924

負債の部合計（当期計数） 740,297,282 740,297,238

  〃   （15 年度末比較） 9,696,829 9,696,801

少数株主持分（当期計数） 4,619,464 4,619,719

  〃   （15 年度末比較） 188,868 189,066

利益剰余金（当期計数） 8,843,908 8,844,971

  〃  （15 年度末比較） 2,890,684 2,890,544

  〃  （増減率） 48.6 48.5

株式等評価差額金（当期計数） 3,849,008 3,848,962

   〃    （15 年度末比較） 623,235 623,196

資本の部合計（当期計数） 31,012,315 31,013,332

  〃   （15 年度末比較） 3,012,050 3,011,872

負債、少数株主持分及び資本の部合計 

          （当期計数） 
775,929,169 775,930,398

    〃     （15 年度末比較） 12,897,738 12,897,731

その他資産（当期計数） 17,773,131 17,773,893

  〃  （15 年度末比較） △1,236,200 △1,236,037

繰延税金資産（当期計数） 5,971,478 5,971,970

  〃   （15 年度末比較） △1,376,937 △1,377,112

貸倒引当金（当期計数） △9,400,069 △9,400,094

  〃  （15 年度末比較） 2,742,312 2,742,315

資産の部合計（当期計数） 775,929,169 775,930,398

  〃   （15 年度末比較） 12,897,738 12,897,731

地方銀行 

繰延税金負債（当期計数） 141,875 141,831

  〃   （15 年度末比較） 55,791 55,763

負債の部合計（当期計数） 204,356,868 204,356,824

  〃   （15 年度末比較） 3,968,038 3,968,010

少数株主持分（当期計数） 241,235 241,490

  〃   （15 年度末比較） 19,780 19,978

  〃   （増減率） 8.9 9.0

利益剰余金（当期計数） 4,825,176 4,826,239

  〃  （15 年度末比較） 846,950 846,810

株式等評価差額金（当期計数） 1,543,909 1,543,863

   〃    （15 年度末比較） 179,153 179,114

資本の部合計（当期計数） 10,421,733 10,422,750

  〃   （15 年度末比較） 738,384 738,206

負債、少数株主持分及び資本の部合計 

          （当期計数） 
215,019,895 215,021,124

    〃     （15 年度末比較） 4,726,196 4,726,189

その他資産（当期計数） 2,010,642 2,011,404



  〃  （15 年度末比較） △301,426 △301,263

繰延税金資産（当期計数） 1,035,790 1,036,282

  〃   （15 年度末比較） △312,015 △312,190

  〃   （増減率） △23.1 △23.2

貸倒引当金（当期計数） △3,108,351 △3,108,376

  〃  （15 年度末比較） 636,956 636,959

資産の部合計（当期計数） 215,019,895 215,021,124

  〃   （15 年度末比較） 4,726,196 4,726,189

163 頁 

全国銀行 

経常費用（当期計数） 16,861,659 16,861,493

 〃  （15 年度比較） △2,240,584 △2,240,624

営業経費（当期計数） 7,225,534 7,225,371

 〃  （15 年度比較） △334,877 △334,917

その他経常費用（当期計数） 5,610,958 5,610,955

  〃    （15 年度比較） △1,727,971 △1,727,970

貸倒引当金繰入額（当期計数） 970,863 970,860

経常利益（当期計数） 2,356,353 2,356,519

 〃  （15 年度比較） 1,495,481 1,495,520

税金等調整前当期純利益（当期計数） 3,151,229 3,151,396

     〃     （15 年度比較） 1,924,071 1,924,112

法人税等調整額（当期計数） 1,100,199 1,100,345

   〃   （15 年度比較） △478,799 △478,783

少数株主利益（当期計数） 203,375 203,535

  〃   （15 年度比較） 18,451 18,562

当期純利益（当期計数） 1,533,983 1,533,844

  〃  （15 年度比較） 2,325,540 2,325,454

利益剰余金期首残高（当期計数） 5,948,307 5,949,510

    〃    （15 年度比較） 1,491,002 1,490,950

    〃    （増減率） 33.5 33.4

利益剰余金増加高（15 年度比較） △53,422 △53,369

利益剰余金減少高（当期計数） 1,712,372 1,712,511

  〃   （15 年度比較） △1,453,110 △1,452,971

利益剰余金期末残高（当期計数） 8,843,908 8,844,971

  〃   （15 年度比較） 2,890,684 2,890,544

  〃   （増減率） 48.6 48.5

地方銀行 

経常費用（当期計数） 4,228,475 4,228,309

 〃  （15 年度比較） △1,136,484 △1,136,524

営業経費（当期計数） 2,405,121 2,404,958

 〃  （15 年度比較） △86,371 △86,411

その他経常費用（当期計数） 938,043 938,040

  〃    （15 年度比較） △1,018,920 △1,018,919

貸倒引当金繰入額（当期計数） 424,659 424,656

経常利益（当期計数） 983,517 983,683

 〃  （15 年度比較） 999,957 999,996

税金等調整前当期純利益（当期計数） 1,116,866 1,117,033

     〃     （15 年度比較） 1,130,063 1,130,104

法人税等調整額（当期計数） 232,726 232,872

   〃   （15 年度比較） △252,293 △252,277

少数株主利益（当期計数） 20,391 20,551

  〃   （15 年度比較） 6,476 6,587

  〃   （増減率） 46.5 47.2

当期純利益（当期計数） 693,181 693,042

  〃  （15 年度比較） 1,319,044 1,318,958



利益剰余金期首残高（当期計数） 3,973,309 3,974,512

    〃    （15 年度比較） △558,454 △558,506

利益剰余金増加高（15 年度比較） 392,071 392,124

利益剰余金減少高（当期計数） 220,800 220,939

  〃   （15 年度比較） △1,013,341 △1,013,202

利益剰余金期末残高（当期計数） 4,825,176 4,826,239

  〃   （15 年度比較） 846,950 846,810

 

・各行別連結財務諸表 

該当頁 銀 行 名 科  目  名 正 誤 

186 頁 十八銀行 

繰延税金負債（当期計数） 47 3

  〃   （15 年度末比較） 27 △1

負債の部合計（当期計数） 2,167,378 2,167,334

  〃   （構成比） 94.9 94.8

  〃   （15 年度末比較） 62,668 62,660

少数株主持分（当期計数） 2,159 2,414

  〃   （15 年度末比較） 151 349

利益剰余金（当期計数） 54,023 55,086

  〃  （15 年度末比較） △14,038 △14,178

株式等評価差額金（当期計数） 12,694 12,648

   〃    （15 年度末比較） 2,839 2,800

資本の部合計（当期計数） 114,606 115,623

  〃   （構成比） 5.0 5.1

  〃   （15 年度末比較） △11,700 △11,878

負債、少数株主持分及び資本の部合計 

           （当期計数） 
2,284,143 2,285,372

     〃     （15 年度末比較） 51,138 51,131

有価証券（構成比） 27.7 27.6

その他資産（当期計数） 33,461 34,223

  〃  （15 年度末比較） △2,058 △1,895

繰延税金資産（当期計数） 26,067 26,559

  〃   （構成比） 1.1 1.2

  〃   （15 年度末比較） 8,400 8,225

貸倒引当金（当期計数） △64,399 △64,424

  〃  （15 年度末比較） △12,547 △12,544

経常費用（当期計数） 85,573 85,407

 〃  （前年度比較） 25,705 25,665

営業経費（当期計数） 37,002 36,839

 〃  （構成比） 43.2 43.1

 〃  （前年度比較） 1,493 1,453

その他経常費用（当期計数） 41,892 41,889

   〃   （前年度比較） 23,019 23,020

貸倒引当金繰入額（当期計数） 33,422 33,419

経常利益（当期計数） △21,896 △21,730

 〃  （前年度比較） △26,091 △26,052

税金等調整前当期純利益（当期計数） △22,991 △22,824

     〃     （前年度比較） △27,423 △27,382

法人税等調整額（当期計数） △10,753 △10,607

   〃   （前年度比較） △11,711 △11,695

少数株主利益（当期計数） 181 341

  〃   （前年度比較） △143 △32

当期純利益（当期計数） △13,888 △14,027



  〃  （前年度比較） △16,032 △16,118

利益剰余金期首残高（当期計数） 68,061 69,264

    〃    （前年度比較） 1,468 1,416

利益剰余金増加高（前年度比較） △1,623 △1,570

利益剰余金減少高（当期計数） 14,707 14,846

   〃    （前年度比較） 13,884 14,023

利益剰余金期末残高（当期計数） 54,023 55,086

    〃    （前年度比較） △14,038 △14,178

196 頁 岐阜銀行 

債券繰延資産（当期計数） － 5,995

  〃   （構成比） 空欄 0.8

  〃   （15 年度末比較） － 5,995

繰延税金資産（当期計数） 5,995 －

  〃   （構成比） 0.8 空欄

  〃   （15 年度末比較） △1,035 △7,030

 

以   上 


