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各  位 

        平成２６年１１月 

甲府信用金庫 

 

当金庫ディスクロージャー誌の一部訂正とお詫びについて 

 

 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、甲府信用金庫ミニディスクロージャー誌「教えて！甲府しんきん（平成 24 年 9 月期）（平

成 25 年 3 月期）」ディスクロージャー誌「ＲＥＰＯＲＴ２０１３」につきまして、自己資本比率

の算定に誤りがあり、一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、

下記の通り訂正させていただきます。 

  

◆訂正内容 

１．ミニディスクロージャー誌「教えて！甲府しんきん（平成 24 年 9 月期）」 

頁 項目 誤 正 

4 

 

 

 

自己資本比率 

《Ｑ＆Ａ》 

金融機関の健全性を示す自己資

本比率は、前期末比 0.47 ポイント

上昇し 14.27％となり・・・(略) 

金融機関の健全性を示す自己資

本比率は、前期末比 0.46 ポイント

上昇し 14.07％となり・・・(略) 

自己資本比率 

《グラフ》 

 

・自己資本額 

19,282（分子） 

・リスク・アセット等 

135,105(分母) 

・平成 24 年 9 月末 

自己資本比率 14.27％ 

Tier１比率  13.64％ 

・自己資本額 

19,294（分子） 

・リスク・アセット等 

137,115(分母) 

・平成 24 年 9 月末 

自己資本比率 14.07％ 

Tier１比率  13.44％ 

 

２．ミニディスクロージャー誌「教えて！甲府しんきん（平成 25 年 3 月期）」 

頁 項目 誤 正 

4 

 

 

 

自己資本比率 

《Ｑ＆Ａ》 

金融機関の健全性を示す自己資

本比率は、前期末比 0.96 ポイント

上昇し 14.76％となり・・・(略) 

金融機関の健全性を示す自己資

本比率は、前期末比 0.93 ポイント

上昇し 14.54％となり・・・(略) 

自己資本比率 

《グラフ》 

 

・自己資本額 

19,730（分子） 

・リスク・アセット等 

133,667(分母) 

・平成 25 年 3 月末 

自己資本比率 14.76％ 

Tier１比率  14.13％ 

・自己資本額 

19,742（分子） 

・リスク・アセット等 

135,699(分母) 

・平成 25 年 3 月末 

自己資本比率 14.54％ 

Tier１比率  13.92％ 
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３．甲府信用金庫ディスクロージャー誌「ＲＥＰＯＲＴ２０１３」 

頁 項目 誤 正 

5 

6 

7 

・平成 24 年度の事業の

概要 

(自己資本比率) 

自己資本比率につきましては

14.76％となり、国内基準であ

る・・・(略) 

自己資本比率につきましては

14.54％となり、国内基準であ

る・・・(略) 

資料編 

55 

56 

 

・自己資本の充実の状況 

(自己資本比率) 

(リスク・アセット) 

・リスク・アセット 

133,667 

・平成 24年度自己資本比率 

14.76％ 

・リス・アセット 

135,699 

・平成 24 年度自己資本比率 

14.54％ 

  

(次ページへ続きます) 
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甲府信用金庫ミニディスクロージャー誌「教えて！甲府しんきん」

（平成24年9月期）

頁

②　補完的項目（TierⅡ） 844 ②　補完的項目（TierⅡ） 856

　　補完的項目不算入額 △ 106 　　補完的項目不算入額 △ 94

　　自己資本額（①＋②）（分子） 19,282 　　自己資本額（①＋②）（分子） 19,294

　　リスク・アセット等（分母） 135,105 　　リスク・アセット等（分母） 137,115

・平成24年9月末自己資本比率 14.27% ・平成24年9月末自己資本比率 14.07%

・平成24年9月末TierⅠ比率 13.64% ・平成24年9月末TierⅠ比率 13.44%

・グラフ ・グラフ

平成23年9月末 12.84% 平成23年9月末 12.67%

平成24年3月末 13.80% 平成24年3月末 13.61%

平成24年9月末 14.27% 平成24年9月末 14.07%

（平成25年3月期）

頁

②　補完的項目（TierⅡ） 835 ②　補完的項目（TierⅡ） 848

　　補完的項目不算入額 △ 112 　　補完的項目不算入額 △ 99

　　自己資本額（①＋②）（分子） 19,730 　　自己資本額（①＋②）（分子） 19,742

　　リスク・アセット等（分母） 133,667 　　リスク・アセット等（分母） 135,699

・平成25年3月末自己資本比率 14.76% ・平成25年3月末自己資本比率 14.54%

・平成25年3月末TierⅠ比率 14.13% ・平成25年3月末TierⅠ比率 13.92%

・グラフ ・グラフ

平成23年3月末 11.90% 平成23年3月末 11.75%

平成24年3月末 13.80% 平成24年3月末 13.61%

平成25年3月末 14.76% 平成25年3月末 14.54%

資本比率は、前期末比0.46ポイント上昇

し14.27％となり、健全性は・・・(略) し14.07％となり、健全性は・・・(略)

自己資本比率

項目 誤 正

自己資本比率 　金融機関の経営の健全性を示す自己 　金融機関の経営の健全性を示す自己

資本比率は、前期末比0.96ポイント上昇 資本比率は、前期末比0.93ポイント上昇

し14.76％となり、健全性は・・・(略) し14.54％となり、健全性は・・・(略)

自己資本比率

4

《　Ｑ＆Ａ　》 資本比率は、前期末比0.47ポイント上昇

項目 誤 正

4

自己資本比率 　金融機関の経営の健全性を示す自己 　金融機関の経営の健全性を示す自己

《　Ｑ＆Ａ　》
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甲府信用金庫ディスクロージャー誌「ＲＥＰＯＲＴ２０１３」

頁

5

6 平成20度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成20度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

9.28 10.53 11.90 13.80 14.76 9.17 10.40 11.75 13.61 14.54

7

頁

55

6行目 6行目

　　　《算　　式》

リスクアセット等（133,667百万円） リスクアセット等（135,699百万円）

  （左　表）

項目

（自己資本）

（略） （略） （略） （略） （略）

補完的項目不算入額 △ 181 △ 112 △ 168 △ 99

[補完的項目]計（B) 844 835 856 848

自己資本総額[（A)＋（B)]（C) 18,639 19,730 18,652 19,742

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 （略） （略） （略） （略）

控除項目不算入額 （略） （略） （略） （略）

(控除項目）計（D) （略） （略） （略） （略）

自己資本総額[（C)-（D)]（E) 18,639 19,730 18,652 19,742

（リスク・アセット等）

資産（オン・バランス）項目 120,069 119,979 122,043 122,012

オフ・バランス取引等項目 （略） （略） （略） （略）

オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 （略） （略） （略） （略）

リスク・アセット等計（F) 135,064 133,667 137,038 135,699

単体Tier１比率（A/F） 13.17% 14.13% 12.98% 13.92%

単体自己資本比率（E/F） 13.80% 14.76% 13.61% 14.54%

  

13.80% 13.61%

(右　図) 14.76% 14.54%

　　己資本比率は14.76％、連結Tier１比率 　　己資本比率は14.55％、連結Tier１比率

Ⅱ.定量的な開示事項

14.54%

正

正

平成25年度の事業概要

誤

　　を維持しています。

誤

　自己資本比率

主要事業指標の推移

項目

項目

　　を維持しています。

　　　自己資本比率につきましては、14.54％と

　　なり国内基準である4％を大きく上回る水準

正

　　　自己資本比率につきましては、14.76％と

　　　平成24年度において、連結の範囲から

　　除いている子会社を含めた場合の連結自

　　は14.13％となります。

　　　平成24年度において、連結の範囲から

　　除いている子会社を含めた場合の連結自

　　は13.92％となります。

　　　　　　　　　　　　　　(注)２．

　　なり国内基準である4％を大きく上回る水準

　単体自己資本比率

当金庫の概要

単体自己資本比率の状況　

項目

14.76%

誤

　　回っており、健全性は高いものと自負してい

　自己資本比率

  単体自己資本比率

　1.自己資本の構成に関する開示事項

資料編

　　回っており、健全性は高いものと自負してい

　　　自己資本比率は14.76％と基準を大きく上

　　ます。 　　ます。

　　　自己資本比率は14.54％と基準を大きく上

自己資本額（19,730百万円）

誤 正

平成23年度 平成24年度 平成23年度 平成24年度

自己資本額（19,742百万円）
×100＝ 14.54%×100＝ 14.76%

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度
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頁

２．自己資本の充実度に関する事項

56

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

122,752 4,910 121,754 4,870 124,726 4,989 123,786 4,951

(ⅰ)外国の中央政府および中央銀行

　向け

(ⅱ)外国の中央政府等以外の公共部

　門向け

(ⅲ)国際開発銀行向け （略） （略） - - （略） （略） - -

(ⅳ)地方公共団体金融機構向け （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

(ⅴ)我が国の政府関係機関向け （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

(ⅵ)地方三公社向け （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

(ⅶ)金融機関および第一種金融商品

　取引業者向け

(ⅷ)法人等向け 44,634 （略） 43,818 1,752 44,645 （略） 43,827 1,753

(ⅸ)中小企業等向けおよび個人向け 33,552 1,342 34,804 1,392 35,481 1,419 36,797 1,471

(ⅹ)抵当権付住宅ローン 5,287 211 5,104 204 5,321 212 5,134 205

(ⅺ)不動産取得等事業向け （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

(ⅻ)3ヵ月以上延滞等 1,285 （略） 935 （略） 1,286 （略） 936 （略）

(ⅹⅲ)信用保証協会等による保証付 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

(ⅹⅳ)上記以外 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

135,064 5,402 133,667 5,346 137,038 5,481 135,699 5,427

（略）

平成23年度

　　のうち、個々の資産の把握が困難な資産
- - - -

項目

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額

平成24年度

（略）

ハ．単体総所要自己資本額　(イ＋ロ)

平成23年度 平成24年度

122,702 4,908 121,704

（略） （略）

①標準的手法が適用されるポートフォリオ

③　複数の資産を裏付けとする資産（所謂ファンド）
-

　ごとのエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

- -

ロ．オペレーショナル・リスク

-

4,868 124,676 4,987

（略）

項目 誤 正

123,736

（略）

（略）

（略）

（略）

4,949

（略）

（略） （略） （略） （略）

（略）

（略） （略） （略）

（略）

（略）（略） （略） （略） （略）

 

 

 


