
平成 29年 1月 25日 

各 位 

株式会社 八 十 二 銀 行 

 

平成 27年度有価証券報告書及び平成 28年度第 2四半期報告書の 

一部訂正について 

 

 掲載している下記有価証券報告書等の記載事項の一部に訂正すべき事項がありまし

たので、添付資料（訂正報告書）のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付

して表示しております。 

 

記 

 

・平成 27年度 有価証券報告書 

 

・平成 28年度 第 2四半期報告書 

 

以 上 

 

 



　
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年１月25日

【事業年度】 第133期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

【会社名】 株式会社八十二銀行

【英訳名】 The Hachijuni Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 湯 本 昭 一

【本店の所在の場所】 長野市大字中御所字岡田178番地８

【電話番号】 長野(026)227局1182

【事務連絡者氏名】 執行役員企画部長 舟 見 英 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号

株式会社八十二銀行 東京事務所

【電話番号】 東京(03)3246局4822

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 北 山 良 一

【縦覧に供する場所】 株式会社八十二銀行 東京営業部

(東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年６月27日に提出いたしました第133期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券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２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

（業績）

○ 財政状態

（自己資本比率の状況）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

（業績）

○ 財政状態

（訂正前）

＜前略＞

当行単体の主要勘定は、次のとおりとなりました。

貸出金は期中1,246億円増加して、期末残高は４兆6,831億円となりました。

有価証券は期中506億円減少して、期末残高は２兆6,837億円となりました。

預金は期中116億円減少して、期末残高は６兆2,399億円となりました。

総自己資本比率は、連結ベースで19.99％、単体ベースで19.27％となりました。

破綻先債権、延滞債権などのリスク管理債権の合計額は、連結べースで1,104億円、単体ベースで

1,099億円となりました。前期比では連結ベースで107億円減少し、単体ベースで106億円減少いたしまし

た。

（訂正後）

＜前略＞

当行単体の主要勘定は、次のとおりとなりました。

貸出金は期中1,246億円増加して、期末残高は４兆6,831億円となりました。

有価証券は期中506億円減少して、期末残高は２兆6,837億円となりました。

預金は期中116億円減少して、期末残高は６兆2,399億円となりました。

総自己資本比率は、連結ベースで19.92％、単体ベースで19.19％となりました。

破綻先債権、延滞債権などのリスク管理債権の合計額は、連結べースで1,104億円、単体ベースで

1,099億円となりました。前期比では連結ベースで107億円減少し、単体ベースで106億円減少いたしまし

た。
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（自己資本比率の状況）

（参考）

（訂正前）

連結自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年３月31日

１.連結総自己資本比率(４／７) 19.99

２.連結Tier１比率(５／７) 18.55

３.連結普通株式等Tier１比率(６／７) 18.40

４.連結における総自己資本の額 6,350

５.連結におけるTier１資本の額 5,893

６.連結における普通株式等Tier１資本の額 5,845

７.リスク・アセットの額 31,763

８.連結総所要自己資本額 2,541

　

単体自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年３月31日

１.単体総自己資本比率(４／７) 19.27

２.単体Tier１比率(５／７) 17.89

３.単体普通株式等Tier１比率(６／７) 17.89

４.単体における総自己資本の額 5,993

５.単体におけるTier１資本の額 5,563

６.単体における普通株式等Tier１資本の額 5,563

７.リスク・アセットの額 31,093

８.単体総所要自己資本額 2,487

（訂正後）

連結自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年３月31日

１.連結総自己資本比率(４／７) 19.92

２.連結Tier１比率(５／７) 18.52

３.連結普通株式等Tier１比率(６／７) 18.37

４.連結における総自己資本の額 6,321

５.連結におけるTier１資本の額 5,878

６.連結における普通株式等Tier１資本の額 5,830

７.リスク・アセットの額 31,728

８.連結総所要自己資本額 2,538

　

単体自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年３月31日

１.単体総自己資本比率(４／７) 19.19

２.単体Tier１比率(５／７) 17.86

３.単体普通株式等Tier１比率(６／７) 17.86

４.単体における総自己資本の額 5,960

５.単体におけるTier１資本の額 5,546

６.単体における普通株式等Tier１資本の額 5,546

７.リスク・アセットの額 31,054

８.単体総所要自己資本額 2,484
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【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第４項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年１月25日 

【会社名】 株式会社八十二銀行 

【英訳名】 The Hachijuni Bank，Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取    湯 本  昭 一 

【最高財務責任者の役職氏名】  ― 

【本店の所在の場所】 長野市大字中御所字岡田178番地８ 

【縦覧に供する場所】 株式会社 八十二銀行  東京営業部 

 (東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号) 

 

株式会社  東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



 
１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当行取締役頭取 湯本昭一は、当行の第133期(自平成27年４月１日 至平成28年３月31日)の有価証券報告書の訂正

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 



　
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年１月25日

【四半期会計期間】 第134期第２四半期（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日）

【会社名】 株式会社八十二銀行

【英訳名】 The Hachijuni Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 湯 本 昭 一

【本店の所在の場所】 長野市大字中御所字岡田178番地８

【電話番号】 長野(026)227局1182

【事務連絡者氏名】 執行役員企画部長 舟 見 英 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号

株式会社八十二銀行 東京事務所

【電話番号】 東京(03)3246局4822

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 北 山 良 一

【縦覧に供する場所】 株式会社八十二銀行 東京営業部

(東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年11月25日に提出いたしました第134期第２四半期（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日）四半期

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四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２ 【事業の状況】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（自己資本比率の状況）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（自己資本比率の状況）

（参考）

（訂正前）

連結自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年９月30日

１.連結総自己資本比率(４／７) 20.97

２.連結Tier１比率(５／７) 19.49

３.連結普通株式等Tier１比率(６／７) 19.33

４.連結における総自己資本の額 6,472

５.連結におけるTier１資本の額 6,014

６.連結における普通株式等Tier１資本の額 5,965

７.リスク・アセットの額 30,853

８.連結総所要自己資本額 2,468

単体自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年９月30日

１.単体総自己資本比率(４／７) 20.31

２.単体Tier１比率(５／７) 18.86

３.単体普通株式等Tier１比率(６／７) 18.86

４.単体における総自己資本の額 6,104

５.単体におけるTier１資本の額 5,670

６.単体における普通株式等Tier１資本の額 5,670

７.リスク・アセットの額 30,050

８.単体総所要自己資本額 2,404
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（訂正後）

連結自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年９月30日

１.連結総自己資本比率(４／７) 20.90

２.連結Tier１比率(５／７) 19.46

３.連結普通株式等Tier１比率(６／７) 19.30

４.連結における総自己資本の額 6,444

５.連結におけるTier１資本の額 6,001

６.連結における普通株式等Tier１資本の額 5,951

７.リスク・アセットの額 30,823

８.連結総所要自己資本額 2,465

単体自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、％)

平成28年９月30日

１.単体総自己資本比率(４／７) 20.21

２.単体Tier１比率(５／７) 18.83

３.単体普通株式等Tier１比率(６／７) 18.83

４.単体における総自己資本の額 6,065

５.単体におけるTier１資本の額 5,651

６.単体における普通株式等Tier１資本の額 5,651

７.リスク・アセットの額 30,008

８.単体総所要自己資本額 2,400
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【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年１月25日 

【会社名】 株式会社八十二銀行 

【英訳名】 The Hachijuni Bank，Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取    湯 本  昭 一 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 長野市大字中御所字岡田178番地８ 

【縦覧に供する場所】 株式会社 八十二銀行  東京営業部 

 (東京都中央区日本橋室町四丁目１番22号) 

株式会社  東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



 
１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当行取締役頭取 湯本昭一は、当行の第134期第２四半期(自平成28年７月１日 至平成28年９月30日)の四半期報告

書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 


