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2022 年 6 月 6 日 

 

各 位 

会 社 名   株式会社 福 井 銀 行 

代表者名   代表執行役頭取 林 正博 
 （コード番号  8362  東証 プライム） 
問合せ先   経営管理グループマネージャー 

                         西村 昭弘 

 （TEL 0776-24-2030） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2022 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2022 年 5 月 13 日に公表いたしました「2022 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一

部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 「2022 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明

したため、これを訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 

○サマリー情報 １ページ 

1.2022 年 3 月期の連結業績(2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日) 

(1)連結経営成績 

＜訂正前＞ 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期 45,790 8.0 △754 ― 4,440 73.8

2021年3月期 41,883 2.8 4,234 24.0 2,553 19.3

経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

＜訂正後＞ 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期 45,790 9.3 △754 ― 4,440 73.8

2021年3月期 41,883 2.8 4,234 24.0 2,553 19.3

経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
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（3）連結キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年3月期 186,504 111,200 △ 1,730 1,199,210

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

 

＜訂正後＞ 

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年3月期 186,537 111,200 △ 1,764 1,199,210

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
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〇添付資料１１ページ、１２ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（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 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１日 

 至 2022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 4,262 3,097 

 減価償却費 1,159 1,538 

 減損損失 90 799 

 負ののれん発生益 - △4,658 

 貸倒引当金の増減（△） 813 2,066 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △4 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 2 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） - 5 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31 35 

 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 22 25 

 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △43 △40 

 偶発損失引当金の増減（△） △28 △15 

 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） △139 △312 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 0 

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 70 △70 

 資金運用収益 △24,998 △27,026 

 資金調達費用 247 82 

 有価証券関係損益（△） 1,171 3,843 

 金銭の信託の運用損益（△は運用益） △55 △46 

 為替差損益（△は益） △6,565 △7,857 

 固定資産処分損益（△は益） 21 37 

 貸出金の純増（△）減 △70,974 △22,700 

 預金の純増減（△） 266,233 136,925 

 譲渡性預金の純増減（△） 20,115 △31,702 

 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 258,711 149,975 

 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △34 254 

 コールローン等の純増（△）減 45 △35 

 コールマネー等の純増減（△） 6,979 △44,439 

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 583 851 

 商品有価証券の純増（△）減 108 83 

 外国為替（資産）の純増（△）減 1,004 △2,037 

 外国為替（負債）の純増減（△） △96 △10 

 リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 451 △968 

 資金運用による収入 25,504 27,630 

 資金調達による支出 △434 △83 

 その他 1,535 2,187 

 小計 485,744 187,433 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,898 △928 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 483,845 186,504 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１日 

 至 2022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 △231,825 △156,411 

 有価証券の売却による収入 73,069 133,501 

 有価証券の償還による収入 109,527 63,783 

 金銭の信託の増加による支出 - △300 

 有形固定資産の取得による支出 △4,561 △621 

 無形固定資産の取得による支出 △17 △220 

 有形固定資産の売却による収入 44 197 

 無形固定資産の売却による収入 - 1 

 資産除去債務の履行による支出 △5 △14 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

- 71,283 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △53,767 111,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △1,203 △1,191 

 自己株式の取得による支出 △1 △654 

 自己株式の売却による収入 228 115 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

- △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △976 △1,730 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 429,092 295,963 

現金及び現金同等物の期首残高 474,154 903,247 

現金及び現金同等物の期末残高 903,247 1,199,210 
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＜訂正後＞ 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１日 

 至 2022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 4,262 3,097 

 減価償却費 1,159 1,538 

 減損損失 90 799 

 負ののれん発生益 - △4,658 

 貸倒引当金の増減（△） 813 2,066 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △4 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 2 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） - 5 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31 35 

 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 22 25 

 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △43 △40 

 偶発損失引当金の増減（△） △28 △15 

 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） △139 △312 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 0 

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 70 △70 

 資金運用収益 △24,998 △27,026 

 資金調達費用 247 82 

 有価証券関係損益（△） 1,171 3,843 

 金銭の信託の運用損益（△は運用益） △55 △46 

 為替差損益（△は益） △6,565 △7,857 

 固定資産処分損益（△は益） 21 37 

 貸出金の純増（△）減 △70,974 △22,700 

 預金の純増減（△） 266,233 136,925 

 譲渡性預金の純増減（△） 20,115 △31,702 

 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 258,711 149,975 

 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △34 254 

 コールローン等の純増（△）減 45 △35 

 コールマネー等の純増減（△） 6,979 △44,439 

 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 583 851 

 商品有価証券の純増（△）減 108 83 

 外国為替（資産）の純増（△）減 1,004 △2,037 

 外国為替（負債）の純増減（△） △96 △10 

 リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 451 △968 

 資金運用による収入 25,504 27,630 

 資金調達による支出 △434 △83 

 その他 1,535 2,767 

 小計 485,744 188,012 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,898 △1,474 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 483,845 186,537 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１日 

 至 2022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 △231,825 △156,411 

 有価証券の売却による収入 73,069 133,501 

 有価証券の償還による収入 109,527 63,783 

 金銭の信託の増加による支出 - △300 

 有形固定資産の取得による支出 △4,561 △621 

 無形固定資産の取得による支出 △17 △220 

 有形固定資産の売却による収入 44 197 

 無形固定資産の売却による収入 - 1 

 資産除去債務の履行による支出 △5 △14 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

- 71,283 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △53,767 111,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △1,203 △1,191 

 自己株式の取得による支出 △1 △654 

 自己株式の売却による収入 228 115 

 リース債務の返済による支出 - △33 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

- △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △976 △1,764 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 429,092 295,963 

現金及び現金同等物の期首残高 474,154 903,247 

現金及び現金同等物の期末残高 903,247 1,199,210 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合わせ先＞    経営管理チーム  北出  TEL 0776-25-8012 

 

 

 

  

以上 

 


