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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 
  平成17年12月28日に提出した第49期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月28日）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、半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま
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 
   （2）提出会社の経営指標等 
   自己資本規制比率（％） 
 第４ 提出会社の状況 
  ４ 業務の状況 
   ③ 自己資本規制比率 
  

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は＿線で示しております。 
  
 第１ 【企業の概況】 
  １ 【主要な経営指標等の推移】 
   （2）提出会社の経営指標等 
   自己資本規制比率（％） 

（訂正前） 

  
（訂正後） 

  

回次 第47期中 第48期中 第49期中 第47期 第48期 

会計期間 自 平成15年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月 １日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月 １日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ３月31日 

自 平成16年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ３月31日 

自己資本規制比率（％） 222.0 315.8 427.3 258.2 938.6 

回次 第47期中 第48期中 第49期中 第47期 第48期 

会計期間 自 平成15年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月 １日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月 １日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ３月31日 

自 平成16年 
  ４月 １日 
至 平成15年 
  ３月31日 

自己資本規制比率（％） 222.0 315.8 413.6 258.2 938.6 



 第４ 【提出会社の状況】 
  ４ 【業務の状況】 
   ③ 自己資本規制比率 

（訂正前） 

（注）２ 当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は2億45百万円、月末最大額は3億57百万円、取引先リス
ク相当額の月末平均額は7億27百万円、月末最大額は7億48百万円であります。 

  

  前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

基本的項目 資 本 合 計（百 万 円）
（A） 

4,107 16,977 

  

補完的項目 

証券取引責任準備金（百万円） 267 362 
一般貸倒引当金（百万円） 60 101 

劣後特約付借入金（百万円） 1,050 ― 

評価差額金（評価益）等（百万円） 80 41 

     計（百 万 円）
（B） 

1,457 505 

控 除 資 産（百 万 円）  
（C） 

967 9,512 

固定化されていない自己資本の額（百万円） 
（A）＋（B）－（C) 

（D） 4,597 7,969 

  
リスク相当額 

市場リスク相当額（百万円） 128 357 

取引先リスク相当額（百万円） 774 748 

基礎的リスク相当額（百万円） 553 758 

     計（百 万 円）
（E） 

1,455 1,864 

自己資本規制比率（％） （D）/（E）×100（％） 315.8 427.3 



（訂正後） 

（注）２ 当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は2億45百万円、月末最大額は3億57百万円、取引先リス
ク相当額の月末平均額は7億81百万円、月末最大額は7億98百万円であります。 

  前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

基本的項目 資 本 合 計（百 万 円）
（A） 

4,107 16,977 

  

補完的項目 

証券取引責任準備金（百万円） 267 362 

一般貸倒引当金（百万円） 60 101 

劣後特約付借入金（百万円） 1,050 ― 

評価差額金（評価益）等（百万円） 80 41 

     計（百 万 円）
（B） 

1,457 505 

控 除 資 産（百 万 円）  
（C） 

967 9,512 

固定化されていない自己資本の額（百万円） 
（A）＋（B）－（C) 

（D） 4,597 7,969 

  
リスク相当額 

市場リスク相当額（百万円） 128 357 

取引先リスク相当額（百万円） 774 810 

基礎的リスク相当額（百万円） 553 758 

     計（百 万 円）
（E） 

1,455 1,926 

自己資本規制比率（％） （D）/（E）×100（％） 315.8 413.6 
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