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各 位

会 社 名 株式会社 りそなホールディングス

代表者名 取締役兼代表執行役社長 檜垣誠司

（コード番号 8308 東証・大証 各一部）

「平成21年3月期決算短信」等の一部訂正について

平成21年5月15日に公表いたしました「平成21年3月期決算短信」「平成20年度決算説明資料」の記載

内容について、一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付し

て表示しております。

記

1. 「平成21年3月期決算短信」
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１．21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(3)連結キャッシュ･フローの状況

《訂正前》

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

21年3月期
20年3月期

百万円

1,475,249
△1,153,782

百万円

△1,161,124
589,524

百万円

△356,430
396,337

百万円

1,111,291
1,153,744

《訂正後》

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ･フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

21年3月期
20年3月期

百万円

1,469,230
△1,153,782

百万円

△1,155,104
589,524

百万円

△356,430
396,337

百万円

1,111,291
1,153,744
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１．経営成績

(2)財政状態に関する分析

10行目から
《訂正前》
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営
業活動によるキャッシュ・フローが1兆4,752億円
の収入となりました。これは主として、金融市況の
悪化に伴いコールローンや預け金などの市場性
運用資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券
の取得などにより1兆1,611億円の支出となりまし
た。

《訂正後》
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営
業活動によるキャッシュ・フローが1兆4,692億円
の収入となりました。これは主として、金融市況の
悪化に伴いコールローンや預け金などの市場性
運用資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券
の取得などにより1兆1,551億円の支出となりまし
た。
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4．連結財務諸表

(4)連結キャッシュ･フロー計算書

《訂正前》 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 322,692 234,196
減価償却費 15,945 20,920
減損損失 3,054 3,370
のれん償却額 7,270 7,242
持分法による投資損益（△は益） △409 △201
貸倒引当金の増減（△） △52,334 △49,835
投資損失引当金の増減額（△は減少） △14,819 -
賞与引当金の増減額（△は減少） 16,965 △4,562
退職給付引当金の増減額（△は減少） 582 2,357
資金運用収益 △703,122 △677,567
資金調達費用 147,772 130,492
有価証券関係損益（△） △11,639 456
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △248 △73
為替差損益（△は益） △58,341 △61,305
固定資産処分損益（△は益） 1,575 △103,314
特定取引資産の純増（△）減 △45,322 △73,605
特定取引負債の純増減（△） 46,424 △39,087
貸出金の純増（△）減 200,400 △456,793
預金の純増減（△） △95,653 472,368
譲渡性預金の純増減（△） △438,090 △780,090
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △237,609 9,321
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △604,131 598,816
コールローン等の純増（△）減 △382,301 1,091,515
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 13,200 △143,861
コールマネー等の純増減（△） 307,494 681,941
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △14,937 38,975
外国為替（資産）の純増（△）減 11,767 △6,734
外国為替（負債）の純増減（△） △302 △348
普通社債発行及び償還による増減（△） 1,599 10,326
信託勘定借の純増減（△） △49,718 △22,119
資金運用による収入 711,900 687,578
資金調達による支出 △151,875 △137,854
その他 △90,212 △21,564
小計 △1,142,424 1,410,962
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,357 64,287
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,153,782 1,475,249

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 △33,119,422 △35,881,690
有価証券の売却による収入 29,687,455 28,338,559
有価証券の償還による収入 4,023,801 6,237,356
金銭の信託の増加による支出 - △232,557
金銭の信託の減少による収入 10,269 232,557
有形固定資産の取得による支出 △9,201 △10,883
有形固定資産の売却による収入 2,362 165,099
無形固定資産の取得による支出 △5,755 △9,567
無形固定資産の売却による収入 14 2
投資活動によるキャッシュ・フロー 589,524 △1,161,124

（後略）



《訂正後》 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 322,692 234,196
減価償却費 15,945 20,920
減損損失 3,054 3,370
のれん償却額 7,270 7,242
持分法による投資損益（△は益） △409 △201
貸倒引当金の増減（△） △52,334 △49,835
投資損失引当金の増減額（△は減少） △14,819 -
賞与引当金の増減額（△は減少） 16,965 △4,562
退職給付引当金の増減額（△は減少） 582 2,357
資金運用収益 △703,122 △677,567
資金調達費用 147,772 130,492
有価証券関係損益（△） △11,639 456
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △248 △73
為替差損益（△は益） △58,341 △61,305
固定資産処分損益（△は益） 1,575 △103,314
特定取引資産の純増（△）減 △45,322 △73,605
特定取引負債の純増減（△） 46,424 △39,087
貸出金の純増（△）減 200,400 △456,793
預金の純増減（△） △95,653 472,368
譲渡性預金の純増減（△） △438,090 △780,090
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △237,609 9,321
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △604,131 598,816
コールローン等の純増（△）減 △382,301 1,091,515
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 13,200 △143,861
コールマネー等の純増減（△） 307,494 681,941
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △14,937 38,975
外国為替（資産）の純増（△）減 11,767 △6,734
外国為替（負債）の純増減（△） △302 △348
普通社債発行及び償還による増減（△） 1,599 10,326
信託勘定借の純増減（△） △49,718 △22,119
資金運用による収入 711,900 681,558
資金調達による支出 △151,875 △137,854
その他 △90,212 △21,564
小計 △1,142,424 1,404,942
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,357 64,287
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,153,782 1,469,230

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 △33,119,422 △35,881,690
有価証券の売却による収入 29,687,455 28,338,559
有価証券の償還による収入 4,023,801 6,243,375
金銭の信託の増加による支出 - △232,557
金銭の信託の減少による収入 10,269 232,557
有形固定資産の取得による支出 △9,201 △10,883
有形固定資産の売却による収入 2,362 165,099
無形固定資産の取得による支出 △5,755 △9,567
無形固定資産の売却による収入 14 2
投資活動によるキャッシュ・フロー 589,524 △1,155,104

（後略）
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（有価証券関係）

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年3月31日現在）

《訂正前》

内容 金額（百万円）
満期保有目的の債券

非上場内国債券
23,360

その他有価証券
非上場内国債券
非上場株式

367,967
69,145

《訂正後》

内容 金額（百万円）
満期保有目的の債券

非上場内国債券
26,360

その他有価証券
非上場内国債券
非上場株式

367,967
69,145

2. 「平成20年度決算説明資料」
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６．退職給付債務残高・費用

①退職給付債務残高

《訂正前》 （単位：百万円）

４行合算 りそな銀行

平成2１年
3月末

平成20年
3月末比

平成20年
3月末

平成2１年
3月末

平成20年
3月末比

平成20年
3月末

退職給付債務残高 349,796 895 348,900 278,787 △630 279,417

年金資産時価総額 449,914 △150,900 600,815 396,064 △144,788 540,852

前払年金費用 146,998 7,944 139,053 140,451 8,746 131,705

退職給付引当金 5,465 2,309 3,156 - - -

要償却残高 41,414 157,432 △116,017 23,173 152,903 △129,729

《訂正後》 （単位：百万円）

４行合算 りそな銀行

平成2１年
3月末

平成20年
3月末比

平成20年
3月末

平成2１年
3月末

平成20年
3月末比

平成20年
3月末

退職給付債務残高 349,801 900 348,900 278,792 △625 279,417

年金資産時価総額 449,914 △150,900 600,815 396,064 △144,788 540,852

前払年金費用 146,993 7,939 139,053 140,446 8,741 131,705

退職給付引当金 5,465 2,309 3,156 - - -

要償却残高 41,414 157,432 △116,017 23,173 152,903 △129,729

以上


