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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】

　

平成20年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成19年度

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
６月30日)

(自　平成19年
４月１日

至　平成20年
３月31日)

経常収益 百万円 14,872 59,619

経常利益 百万円 2,642 9,907

四半期純利益 百万円 1,457 ――

当期純利益 百万円 ―― 4,526

純資産額 百万円 170,209 167,946

総資産額 百万円 2,570,517 2,543,098

１株当たり純資産額 円 15,382.46 15,168.68

１株当たり四半期純利益

金額
円 133.82 ――

１株当たり当期純利益金

額
円 ―― 415.59

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額
円 － ――

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
円 ―― －

自己資本比率 ％ 6.5 6.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 38,661 15,436

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △9,452 △17,029

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △504 △824

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
百万円 68,836 40,130

従業員数 人 1,770 1,652

　（注）１．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　　　　２．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり

　　　　　情報」に記載しております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式がありませんので記載しておりません。
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２【事業の内容】

　 当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容については、

 重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

３【関係会社の状況】

　 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社における従業員数

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人）
1,770

[659]

　（注）１．従業員数は、当行グループからグループ外への出向者48人、嘱託及び臨時従業員658人を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

　

(2）当行の従業員数

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人）
1,700

[612]

　（注）１．従業員数は、当行から行外への出向者118人、嘱託及び臨時従業員612人を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりませ

ん。

２【経営上の重要な契約等】

   該当事項はありません。　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ（当行及び連結会社）

が判断したものである。

(1）業績の状況

　  当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国の景気減速懸念や、原油をはじめとした原材料費の高騰などの

　影響から、企業収益が弱含みに転じ、設備投資や雇用情勢の改善が横ばいとなるなど、景気減速の兆しが見え始め

　ました。

　      このような状況下、当第１四半期連結会計期間の当行グループの業績は、以下のとおりとなりました。

　      貸出金については、個人向け貸出は増加したものの、全体としては前連結会計年度末比90億円減少し、１兆

　　　4,851億円となりました。預金については、個人定期預金などが好調に推移した結果、前連結会計年度末比406億円

　　　増加し、２兆2,893億円となりました。有価証券については、前連結会計年度末比122億円増加し、8,523億円とな

　　　りました。

　　　　損益面につきましては、経常収益は、貸出金利息等が増加したものの、株式等売却益が減少したため、148億72

      百万円となりました。一方、経常費用は、不良債権処理額の減少により、122億30百万円となりました。この結

      果、経常利益は26億42百万円となりましたが、特別損失の減少により、四半期純利益は14億57百万円となりまし

      た。

　　　　セグメント別に見ますと、銀行業の経常収益は131億15百万円、経常利益は26億57百万円となりました。リース

      業の経常収益は18億47百万円、経常損益は20百万円の損失となりました。その他の事業の経常収益は27百万円、経

      常利益は７百万円となりました。
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①　国内業務部門・国際業務部門別収支

　当第１四半期連結会計期間の資金運用収益は110億77百万円、資金調達費用は15億92百万円となり、資金運用収

支は94億84百万円を計上することができました。

　また、役務取引等収支は、14億12百万円を計上することができました。

　また、その他業務収支は、２億14百万円の損失となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 8,831 630 21 9,484

うち資金運用収益

前第１四半期連結会計期間
   ――

―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間
   142

10,395 847 △23 11,077

うち資金調達費用

前第１四半期連結会計期間
   ――

―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間
   142

1,563 217 △44 1,592

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 1,416 29 △32 1,412

うち役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 3,555 40 △100 3,495

うち役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 2,139 11 △68 2,083

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 △237 23 － △214

うちその他業務収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 130 23 － 154

うちその他業務費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 368 － － 368

　（注）１．国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。

　　　　　　ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。

３．「相殺消去額（△）」は連結会社間の取引等の相殺消去額であります。
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②　国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

　役務取引の主たるものは、為替手数料及び代理事務手数料であります。

　当第１四半期連結会計期間の役務取引等収益は34億95百万円、役務取引等費用は20億83百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 3,556 40 △100 3,495

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 25 － － 25

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 614 39 － 654

うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 67 － － 67

うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 671 － － 671

うち保護預り貸金庫

業務

前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 28 － － 28

うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 10 0 － 11

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 2,143 8 △68 2,083

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 118 8 － 126

　（注）１．国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．「相殺消去額（△）」は連結会社間の取引等の相殺消去額であります。
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③　国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 2,272,410 19,674 △2,748 2,289,337

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 1,164,055 － △2,718 1,161,337

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 1,094,578 － △30 1,094,548

うちその他
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 13,776 19,674 － 33,451

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 1,540 － － 1,540

総合計
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 2,273,950 19,674 △2,748 2,290,877

　（注）１．国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．「相殺消去額（△）」は連結会社間の取引等の相殺消去額であります。
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④　貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（残高・構成比）

業種別
平成20年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,485,165 100.00

製造業 315,345 21.2

農業 637 0.1

林業 132 0.0

漁業 23 0.0

鉱業 782 0.1

建設業 107,631 7.3

電気・ガス・熱供給・水道業 15,435 1.0

情報通信業 10,087 0.7

運輸業 61,959 4.2

卸売・小売業 248,467 16.7

金融・保険業 59,525 4.0

不動産業 99,464 6.7

各種サービス業 132,570 8.9

地方公共団体 6,493 0.4

その他 426,610 28.7

特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 1,485,165 ――

　（注）　「国内」とは当行及び連結子会社であります。

(2）キャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは預金の増加等により386億61百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フ

ローは94億52百万円の支出、また、財務活動によるキャッシュ・フローは５億４百万円の支出となりました。

　この結果、現金及び現金同等物は、前期末より287億５百万円増加し、688億36百万円となりました。

　

　  (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　当第１四半期連結会計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

　　　に生じた課題はありません。

　

　　(4）研究開発活動

　　　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

（２）設備の新設、除却等の計画

　　　　　前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、改修等のうち、当第１四半期連結会計期間中に

　　　　重要な変更のあったものは次のとおりであります。

　

銀行業

　 会社名
店舗名
その他

所在地 区分　 設備の内容 変更の内容

当行 ―― 　碧南支店
　愛知県

  碧南市
取得 土地

完了予定

年月

変更前
平成20年６

月　

 変更後
平成20年７

月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,943,240 10,943,240

東京証券取引所市場第

一部

名古屋証券取引所市場

第一部

権利内容に何ら

限定のない当行

における標準と

なる株式

計 10,943,240 10,943,240 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　    　　　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年4月1日～

平成20年6月30日
－ 10,943 － 18,000,000 － 13,834,221

　

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

　　記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

　　ります。

　

　    ①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　     52,700
－

権利内容に何ら限定

のない当行における

標準となる株式

完全議決権株式（その他）
普通株式

　           10,727,200
107,272 同上

単元未満株式 普通株式　    163,340 － 同上

発行済株式総数 10,943,240 － －

総株主の議決権 － 107,272 －

　（注）１．上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。

　  また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が３個含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式が91株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社愛知銀行

名古屋市中区栄三丁

目14番12号
52,700 － 52,700 0.48

計 － 52,700 － 52,700 0.48

　（注）平成20年６月30日現在の自己株式数は、54千株であります。

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 9,000 9,530 9,210

最低（円） 7,260 8,570 8,470

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収

益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）は、四半期連結財務諸表の作成初年度で

あるため、前第１四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

３．当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）の四半期連結財務諸表は金融商品取引法

第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

資産の部

現金預け金 70,651 41,879

コールローン及び買入手形 57,833 62,899

買入金銭債権 4,999 3,999

商品有価証券 541 542

有価証券 ※2, ※4
 852,361

※2, ※4
 840,092

投資損失引当金 △38 △9

貸出金 ※1
 1,485,165

※1
 1,494,205

外国為替 1,684 1,444

その他資産 41,040 24,455

有形固定資産 ※3
 33,937

※3
 49,470

無形固定資産 204 1,054

繰延税金資産 629 816

支払承諾見返 ※4
 31,858

※4
 32,435

貸倒引当金 △10,352 △10,188

資産の部合計 2,570,517 2,543,098

負債の部

預金 2,289,337 2,248,688

譲渡性預金 1,540 4,040

債券貸借取引受入担保金 19,984 36,749

借用金 11,250 11,248

外国為替 295 413

その他負債 23,268 19,664

賞与引当金 － 686

役員賞与引当金 － 33

退職給付引当金 3,010 2,952

役員退職慰労引当金 473 449

睡眠預金払戻損失引当金 237 251

偶発損失引当金 708 477

繰延税金負債 11,586 10,303

再評価に係る繰延税金負債 6,758 6,758

支払承諾 ※4
 31,858

※4
 32,435

負債の部合計 2,400,308 2,375,152
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

純資産の部

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 13,889 13,889

利益剰余金 99,949 98,982

自己株式 △524 △512

株主資本合計 131,314 130,359

その他有価証券評価差額金 28,776 27,425

土地再評価差額金 7,408 7,408

評価・換算差額等合計 36,184 34,833

少数株主持分 2,709 2,752

純資産の部合計 170,209 167,946

負債及び純資産の部合計 2,570,517 2,543,098
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

経常収益 14,872

資金運用収益 11,077

（うち貸出金利息） 6,883

（うち有価証券利息配当金） 4,075

役務取引等収益 3,495

その他業務収益 154

その他経常収益 144

経常費用 12,230

資金調達費用 1,592

（うち預金利息） 1,533

役務取引等費用 2,083

その他業務費用 368

営業経費 7,364

その他経常費用 821

経常利益 2,642

特別利益 ※1
 132

特別損失 ※2
 33

税金等調整前四半期純利益 2,740

法人税、住民税及び事業税 627

法人税等調整額 699

少数株主損失（△） △43

四半期純利益 1,457
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,740

減価償却費 403

貸倒引当金の増減（△） 163

為替差損益（△は益） △1,353

貸出金の純増（△）減 9,040

預金の純増減（△） 40,648

譲渡性預金の純増減（△） △2,500

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

2

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △67

コールローン等の純増（△）減 4,066

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △16,764

資金運用による収入 10,656

資金調達による支出 △767

法人税等の支払額 △2,352

その他 △5,254

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,661

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 △73,789

有価証券の売却による収入 46,922

有価証券の償還による収入 17,605

有形固定資産の取得による支出 △155

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

その他 △504

財務活動によるキャッシュ・フロー △504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,705

現金及び現金同等物の期首残高 40,130

現金及び現金同等物の四半期末残高 68,836
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号平成19年３月30

日）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号同前）が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会

計期間から同会計基準及び適用指針を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

　　 借手側において、当該取引に係るリー

　 ス資産の減価償却の方法については、リ

   ース期間を耐用年数とし、残存価額を零

   とする定額法を採用しております。ま

 　た、リース取引開始日が平成20年４月１

　 日前に開始する連結会計年度に属する所

　 有権移転外ファイナンス・リース取引に

　 つきましては、前連結会計年度末におけ

　 る未経過リース料残高又は未経過リース

　 料期末残高相当額（利息相当額控除後）

   を取得価額とし、期首に取得したものと

   してリース資産に計上しております。

　これによる経常利益及び税金等調整前

四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。

　　 貸手側において、リース取引開始日が

　 平成20年４月１日前に開始する連結会計

　 年度に属する所有権移転外ファイナン

 　ス・リース取引につきましては、前連結

　 会計年度末における固定資産の適正な帳

　 簿価額（減価償却累計額控除後）をリー

　 ス投資資産の期首の価額として計上して

　 おり、残存期間においては、利息相当額

　 の総額をリース期間中の各期に定額で配

　 分しております。

　　 これによる経常利益及び税金等調整前

　 四半期純利益に与える影響は軽微であり

   ます。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 　 　また、従来、金融取引として処理して

　 おりましたリース債権の流動化のうち、

　 当該流動化により譲渡したリース投資資

　 産に含まれる将来のリース料を収受する

　 権利に係る部分につき、金融資産の消滅

　 の要件を満たしているものについては、

　 譲渡の処理を行っております。

　　 このため、リース債権の売却益130百

　 万円を特別利益に計上しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産につ

いては、年度に係る減価償却費の額を期間

按分する方法により算定しております。

２．貸倒引当金の計上方法 　貸倒引当金は、平成20年３月期の予想損失

率を適用して計上しております。

３．税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様

の方法により計算しておりますが、納付税

額の算出に係る加減算項目及び税額控除項

目は、重要性の高い項目に限定して適用し

ております。

４．繰延税金資産の回収可能

性の判断

　繰延税金資産の回収可能性の判断につき

ましては、一時差異の発生状況について前

連結会計年度末から大幅な変動がないと認

められるため、同年度末の検討において使

用した将来の業績予測及びタックス・プラ

ンニングの結果を適用しております。

５．連結会社相互間の債権債

務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の債権債務につきまして

は、合理的な範囲内で、当該債権の額と債務

の額の差異の調整を行わずに相殺消去して

おります。

　連結会社相互間の取引につきましては、取

引金額の差異を合理的な方法により相殺消

去しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 4,087百万円

延滞債権額 45,500百万円

３ヵ月以上延滞債権額 786百万円

貸出条件緩和債権額 7,072百万円

破綻先債権額 4,543百万円

延滞債権額 45,818百万円

３ヵ月以上延滞債権額 374百万円

貸出条件緩和債権額 7,548百万円

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり

ます。

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり

ます。

※２．担保に供している資産

　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前

連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

※２．担保に供している資産

　

有価証券 19,974百万円 有価証券 36,755百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 22,182百万円

※４．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保

証債務の額は17,370百万円であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額　 52,513百万円

※４．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保

証債務の額は17,839百万円であります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．特別利益には、リース債権の売却益130百万円を含

　　んでおります。

※２．特別損失には、固定資産処分損32百万円を含んでお

　　ります。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円）

平成20年６月30日現在

現金預け金勘定 70,651

銀行預け金（日銀預け金を除く） 1,815

現金及び現金同等物 68,836
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（株主資本等関係）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 （単位：千株）

　 当第１四半期連結会計期間末株式数

発行済株式  

普通株式 10,943

合計 10,943

自己株式  

普通株式 54

合計 54

　

２．配当に関する事項

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
金額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 490 45 平成20年３月31日 平成20年６月30日

その他利益剰

余金

基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

　　　該当事項はありません。
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【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
銀行業

（百万円）
リース業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

経常収益       

(1）外部顧客に対する経常収益 13,096 1,775 0 14,872 － 14,872

(2）セグメント間の内部経常収

益
18 72 26 118 (118) －

計 13,115 1,847 27 14,990 (118) 14,872

経常利益（△は経常損失） 2,657 △20 7 2,643 (1) 2,642

　（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常損益を記載しております。

２．業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。なお、その他の事業は電算機による業務処理等

事業であります。

【所在地別セグメント情報】

　全セグメントの所在地は国内のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【国際業務経常収益】

　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

EDINET提出書類

株式会社愛知銀行(E03651)

四半期報告書

21/26



（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末

※１．前連結会計年度の末日に比して著しい変動は認められませんが、企業集団の事業の運営において重要なも

のであるため、記載しております。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」並びに「買入金銭債権」中のその他の買

入金銭債権を含めて記載しております。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年６月30日現在）

　
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

地方債 173 175 1

社債 9,107 9,254 146

合計 9,281 9,430 148

　（注）時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

　

　　　　２．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年６月30日現在）

　 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円）
評価差額（百万円）

株式 57,721 107,398 49,677

債券 544,576 542,152 △2,424

国債 259,723 257,022 △2,700

地方債 34,395 34,537 142

社債 250,458 250,592 134

外国債券 166,517 163,341 △3,175

その他　 10,581 10,820 239

合計 779,396 823,712 44,316

　（注）四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

　　　したものであります。
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（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動は認められませんが、企業集団の事業の運営において重要なもので

あるため、記載しております。

(1）金利関連取引（平成20年６月30日現在）

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

店頭 金利スワップ 1,800 － －

　 合計 ―― － －

　（注）上記取引については時価評価を行っております。

　　　　なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

　　　種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いて

　　　おります。

　

　　　　(2）通貨関連取引（平成20年６月30日現在）

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

店頭
通貨スワップ 19,088 － －

為替予約 13,727 4 4

　 合計 ―― 4 4

　（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

　

　　　　(3）株式関連取引（平成20年６月30日現在）

　　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　(4）債券関連取引（平成20年６月30日現在）

　　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　(5）商品関連取引（平成20年６月30日現在）

　　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　(6）クレジットデリバティブ取引（平成20年６月30日現在）

　　　　　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社愛知銀行(E03651)

四半期報告書

23/26



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

　 　
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 円 15,382.46 15,168.68

２．１株当たり四半期純利益金額等

　 　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 円 133.82

　（注）１．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　 　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益 百万円 1,457

普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,457

普通株式の期中平均株式数 千株 10,889

　

２．なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月14日

株式会社愛知銀行

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 柴山　昭三

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　幸造

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 豊田　裕一

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社愛知銀行の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社愛知銀行及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）１．上記は、レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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