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【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年12月15日 

【事業年度】 第138期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

【会社名】 株式会社東日本銀行 

【英訳名】 The Higashi-Nippon Bank，Limited 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  鏡 味 徳 房 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋３丁目11番２号 

【電話番号】 東京(3273)6221(大代表) 

【事務連絡者氏名】 経営企画部長  伊藤 均 

【最寄りの連絡場所】 同上 

【電話番号】 同上 

【事務連絡者氏名】 同上 

【縦覧に供する場所】 株式会社東日本銀行 水戸支店 

   (茨城県水戸市泉町２丁目３番２号) 

  株式会社東日本銀行 松戸支店 

   (千葉県松戸市稔台99番６) 

  株式会社東日本銀行 横浜支店 

   (神奈川県横浜市中区曙町１丁目５番地) 

  株式会社東日本銀行 与野支店 

   (埼玉県さいたま市浦和区上木崎２丁目２番１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16年６月29日に提出いたしました第138期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日)有価証券報告書の記

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１  企業の概況 

  １  主要な経営指標等の推移 

(1) 当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移 

(2) 当行の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  
 第５  経理の状況 

  １  連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

注記事項 

      (１株当たり情報) 

    ２ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

注記事項 

      (１株当たり情報) 

  
３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  線で表示しております。 
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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】 

(1) 当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移 
(訂正前) 

  
(訂正後) 

  

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

  
(自平成11年 
４月１日 
至平成12年 
３月31日) 

(自平成12年 
４月１日 
至平成13年 
３月31日) 

(自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日) 

(自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日) 

(自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日) 

           
           

１株当たり純資産額 円 383.49 372.18 345.24 327.09 377.16 

           
       

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

  
(自平成11年 
４月１日 
至平成12年 
３月31日) 

(自平成12年 
４月１日 
至平成13年 
３月31日) 

(自平成13年 
４月１日 
至平成14年 
３月31日) 

(自平成14年 
４月１日 
至平成15年 
３月31日) 

(自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日) 

           
           

１株当たり純資産額 円 383.49 372.18 345.24 325.89 375.96 
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(2) 当行の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

(訂正前) 

  
(訂正後) 

回次 第134期 第135期 第136期 第137期 第138期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 

           
           

１株当たり純資産額 円 386.29 375.62 351.13 334.94 383.10 

           
       

回次 第134期 第135期 第136期 第137期 第138期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 

           
           

１株当たり純資産額 円 386.29 375.62 351.13 333.75 381.91 
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第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 
(１株当たり情報) 
(訂正前) 

(注)１．前連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
なお、当該会計基準及び適用指針を適用して算定した、平成13年連結会計年度の１株当たり情報は次のとおりでありま
す。 

２．<省略> 

(訂正後) 

(注)１．前連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
なお、当該会計基準及び適用指針を適用して算定した、平成13年連結会計年度の１株当たり情報は次のとおりでありま
す。 

２．<省略> 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 327.09 377.16 

１株当たり当期純利益 
(△は１株当たり当期純損失) 円 △41.38 23.45 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、当期純損失が計
上されているため記載しておりま
せん。 

           19.76 

  
平成13年連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 345.24 

１株当たり当期純利益 円 9.14 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 8.60 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 325.89 375.96 

１株当たり当期純利益 
(△は１株当たり当期純損失) 円 △41.38 23.45 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、当期純損失が計
上されているため記載しておりま
せん。 

           19.76 

  
平成13年連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 344.05 

１株当たり当期純利益 円 9.14 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 8.60 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 
(１株当たり情報) 
(訂正前) 

(注) １．前事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関す
る会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
なお、当該会計基準及び適用指針を適用して算定した、平成13年度の１株当たり情報は次のとおりであります。 

２．<省略> 

(訂正後) 

(注) １．前事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
なお、当該会計基準及び適用指針を適用して算定した、平成13年度の１株当たり情報は次のとおりであります。 

２．<省略> 
  

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 334.94 383.10 

１株当たり当期純利益 
(△は１株当たり当期純損失) 円 △39.34 21.57 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、当期純損失が計
上されているため記載しておりま
せん。 

           18.26 

  
平成13年度 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 351.13 

１株当たり当期純利益 円 11.50 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 10.57 

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 333.75 381.91 

１株当たり当期純利益 
(△は１株当たり当期純損失) 円 △39.34 21.57 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、当期純損失が計
上されているため記載しておりま
せん。 

           18.26 

  
平成13年度 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 349.93 

１株当たり当期純利益 円 11.50 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 10.57 
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