
 

 

平成26年6月12日 

 

各  位 
会社名 

代表者名 

 

問合せ先 

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 

取締役社長    庵 栄伸 

（コード番号 ８３７７ 東証第一部・札証）

企画グループ長 北川 博邦 

電話番号 ０７６－４２３－７３３１ 

 
（訂正・数値データ訂正）「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成26年5月12日に公表いたしました「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載につ

いて、以下のとおり訂正いたします。 

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

１．訂正理由 

 連結財務諸表の「連結キャシュ・フロー計算書」等に関連して、記載に一部誤りがありましたので訂

正を行うものです。 

 

２．訂正箇所 

 

Ⅰ．平成26年3月期 決算短信 

○ サマリー情報 １ページ 

１．平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26年3月期 249,396 44,516 10,808 743,974

25年3月期 211,196 31,242 △29,506 439,187

 

[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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26年3月期 251,285 42,628 10,808 743,974

25年3月期 211,196 31,242 △29,506 439,187

 

○ 添付資料 ３ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

[訂正前] 

ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増減が減少に転じたことを主因に前期比

382億円増加して、2,493億円となりました。 

ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少しましたが、有価

証券の売却及び償還による収入も減少したために前期比132億円増加し、445億円となりまし

た。 



[訂正後] 

ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増減が減少に転じたことを主因に前期比

400億円増加して、2,512億円となりました。 

ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少しましたが、有価

証券の売却及び償還による収入も減少したために前期比113億円増加し、426億円となりまし

た。 

 

○ 添付資料 13ページ 

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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 28,761 47,333

減価償却費 9,090 8,564

減損損失 405 2,142

のれん償却額 2,113 2,102

持分法による投資損益（△は益） △0 △1

貸倒引当金の増減（△） △5,710 △14,523

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 59 △534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 618 △9,829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 14,961

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △356

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △147 △3

資金運用収益 △134,872 △130,268

資金調達費用 10,870 8,875

有価証券関係損益（△） △414 △2,097

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △67 41

為替差損益（△は益） △1,357 △960

固定資産処分損益（△は益） 164 154

特定取引資産の純増（△）減 774 2,221

特定取引負債の純増減（△） △138 △618

貸出金の純増（△）減 △115,236 64,644

預金の純増減（△） 250,620 94,168

譲渡性預金の純増減（△） 61,982 70,771

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 77,765 △125,754

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △14,706 14,348

コールローン等の純増（△）減 △42,105 56,395

コールマネー等の純増減（△） △23,928 16,928

外国為替（資産）の純増（△）減 74 △3,890

外国為替（負債）の純増減（△） 51 27

資金運用による収入 113,605 110,504

資金調達による支出 △12,600 △10,814

その他 10,020 40,617

小計 215,703 255,150

法人税等の支払額 △4,506 △5,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,196 249,396



[訂正後] 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 28,761 47,333

減価償却費 9,090 8,564

減損損失 405 2,142

のれん償却額 2,113 2,102

持分法による投資損益（△は益） △0 △1

貸倒引当金の増減（△） △5,710 △14,523

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 59 △534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 618 △9,829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 14,961

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △356

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △147 △3

資金運用収益 △134,872 △130,268

資金調達費用 10,870 8,875

有価証券関係損益（△） △414 △2,097

金銭の信託の運用損益（△は運用益） △67 41

為替差損益（△は益） △1,357 △960

固定資産処分損益（△は益） 164 154

特定取引資産の純増（△）減 774 2,221

特定取引負債の純増減（△） △138 △618

貸出金の純増（△）減 △115,236 64,644

預金の純増減（△） 250,620 94,168

譲渡性預金の純増減（△） 61,982 70,771

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 77,765 △125,754

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △14,706 14,348

コールローン等の純増（△）減 △42,105 56,395

コールマネー等の純増減（△） △23,928 16,928

外国為替（資産）の純増（△）減 74 △3,890

外国為替（負債）の純増減（△） 51 27

資金運用による収入 113,605 110,504

資金調達による支出 △12,600 △10,814

その他 10,020 42,505

小計 215,703 257,038

法人税等の支払額 △4,506 △5,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,196 251,285

 



○ 添付資料 14ページ 

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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日)

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 △937,155 △333,488

有価証券の売却による収入 695,672 171,031

有価証券の償還による収入 255,911 193,526

金銭の信託の増加による支出 △51 △13,719

金銭の信託の減少による収入 － 9,910

投資活動としての資金運用による収入 21,126 22,053

有形固定資産の取得による支出 △3,176 △3,654

有形固定資産の売却による収入 29 43

無形固定資産の取得による支出 △1,096 △1,186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △17 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,242 44,516

 

[訂正後] 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日)

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 △937,155 △333,634

有価証券の売却による収入 695,672 169,289

有価証券の償還による収入 255,911 193,526

金銭の信託の増加による支出 △51 △13,719

金銭の信託の減少による収入 － 9,910

投資活動としての資金運用による収入 21,126 22,053

有形固定資産の取得による支出 △3,176 △3,654

有形固定資産の売却による収入 29 43

無形固定資産の取得による支出 △1,096 △1,186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △17 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,242 42,628

 

○ 添付資料 17ページ 

（未適用の会計基準等） 

[訂正前] 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による影響は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度の期首

における利益剰余金が1,889百万円減少する予定です。 

[訂正後] 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による影響は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度の期首

における利益剰余金が1,864百万円減少する予定です。 

以上 


