
平成 15 年 11 月 27 日

各 位

株式会社 りそなホールディングス

（コード番号 ８３０８）

「平成１６年３月期中間決算短信」の「中間決算説明資料」の一部訂正について「平成１６年３月期中間決算短信」の「中間決算説明資料」の一部訂正について「平成１６年３月期中間決算短信」の「中間決算説明資料」の一部訂正について「平成１６年３月期中間決算短信」の「中間決算説明資料」の一部訂正について

平成１５年１１月２５日付で公表した当社「平成１６年３月期中間決算短信」の「中間決算説明資料」等を、

以下の通り訂正いたします。

記

１． 中間決算発表時説明資料

   

  

２． りそなホールディングス「中間決算説明資料」

   

（P.５）

Ⅰ－１１．従業員数等　

 【５行合算】 (単位：人）  【５行合算】 (単位：人）

奈良 奈良

49  6  6  49  6  6  

21  7  △ 16  19  5  △ 18  

訂正理由：取締役兼務執行役員2名が重複していたため。

《修正前》 《修正後》

　執　行　役　員　数

平成15年3月比平成15年9月末

　役　員　数 　役　員　数

平成15年9月末 平成15年3月比

　執　行　役　員　数

(P.3)
Ⅰ－４．利鞘（国内業務）

 【５行合算】 (単位：％） (単位：％）

平成14年9月比 平成14年9月比

　資　金　運　用　利　回（Ａ） 1.67 △0.15 1.62 △0.20

2.04 △0.05 2.04 △0.05

0.89 0.12 0.65 △0.12

　資　金　調　達　利　回（Ｂ） 0.21 0.03 0.14 △0.04

0.11 0.00 0.10 △0.01

0.42 △0.28 0.33 △0.37

1.46 △0.18 1.48 △0.16

1.93 △0.05 1.93 △0.05

訂正理由：りそな銀行の訂正（後掲）に伴うもの。

《修正前》 《修正後》

平成15年9月期平成15年9月期

　有　価　証　券　利　回

　外　部　負　債　利　回

  預貸金利回差 （Ｃ）－（D）

　貸　出　金　利　回（Ｃ）

　預 金 債 券 等 利 回（Ｄ）

　資金粗利鞘　　（Ａ）－（Ｂ）

Ⅱ．実勢業務純益等の概要 （P.２）

《修正前》 《修正後》

（単位：億円） りそな 埼玉りそな 2行合算 りそな 埼玉りそな 2行合算

（15年9月期） （15年9月期） 前年同期比 （15年9月期） （15年9月期） 前年同期比

預貸金利回差 1.83% 2.08% 1.87% △0.06% 1.84% 2.08% 1.88% △0.05%

訂正理由：りそな銀行の訂正（後掲）に伴うもの。



３． りそな銀行「中間決算説明資料」

 以上

Ⅱ－７．業種別貸出状況等 (P.13)

　④中小企業等向け貸出額・比率

《修正前》 《修正後》
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

平成15年3月末比 平成14年9月末比 平成15年3月末比 平成14年9月末比

　中 小 企 業 等 向 け 貸 出 額 21,574,499 △1,965,632 △816,460 21,572,433 △1,967,698 △818,526

79.22 △0.49 1.37 79.21 △0.50 1.36

訂正理由：計数相違。

平成15年9月末

中小企業等向け貸出比率

平成15年9月末

(P.3)
Ⅰ－５．利鞘（国内業務）

 【単体】 (単位：％） (単位：％）

平成14年9月比 平成14年9月比

　資　金　運　用　利　回（Ａ） 1.73 △0.04 1.66 △0.11

1.94 △0.10 1.94 △0.10

0.93 0.21 0.63 △0.09

　資　金　調　達　利　回（Ｂ） 0.24 0.06 0.14 △0.04

0.11 0.00 0.09 △0.02

0.37 △0.30 0.27 △0.40

1.49 △0.10 1.52 △0.07

1.83 △0.10 1.84 △0.09

（注）平成14年9月期は旧大和銀行・旧あさひ

   銀行の合算、平成15年9月期はりそな銀行

  （単体）を記載しております。

訂正理由：平成15年9月期について、全店ベースの利鞘を記載したため。

《修正前》 《修正後》

　預 金 債 券 等 利 回（Ｄ）

　外　部　負　債　利　回

　資金粗利鞘　　（Ａ）－（Ｂ）

  預貸金利回差 （Ｃ）－（D）

平成15年9月期 平成15年9月期

　貸　出　金　利　回（Ｃ）

　有　価　証　券　利　回

(P.7)
Ⅱ－４．金融再生法基準開示債権

【連結】 （単位：百万円） （単位：百万円）

平成15年3月末比 平成14年9月末比 平成15年3月末比 平成14年9月末比

484,369 150,689 110,084 378,496 44,816 4,211

1,001,355 317,092 △242,360 1,125,353 441,090 △118,362

1,173,737 △382,391 △120,912 1,229,756 △326,372 △64,893

　金融再生法開示債権　小　計 2,659,462 85,391 △253,188 2,733,606 159,534 △179,044

18,489,745 △5,098,148 △6,517,881 21,469,459 △2,118,435 △3,538,167

　金融再生法開示債権　総合計 21,149,208 △5,012,757 △6,771,069 24,203,065 △1,958,901 △3,717,212

訂正理由：【単体】計数を誤記載したもの。

　要　管　理　債　権

　危　険　債　権

　正　常　債　権

平成15年9月末

《修正前》 《修正後》

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権

平成15年9月末

Ⅱ－７．業種別貸出状況等 (P.12)

　④中小企業等向け貸出額・比率

《修正前》 《修正後》
（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

平成15年3月末比 平成14年9月末比 平成15年3月末比 平成14年9月末比

　中 小 企 業 等 向 け 貸 出 額 14,925,158 △1,682,102 △4,618,005 14,923,092 △1,684,168 △4,620,071

75.53 △1.03 △0.58 75.52 △1.04 △0.59

訂正理由：計数相違。

中小企業等向け貸出比率

平成15年9月末 平成15年9月末


