
【表紙】
　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年２月13日

【四半期会計期間】 第100期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

【会社名】 株式会社愛知銀行

【英訳名】 The Aichi Bank,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取　　小出　眞市

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目14番12号

【電話番号】 ０５２（２５１）３２１１（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長　　早川　潤

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目１番14号　株式会社愛知銀行　東京支店

【電話番号】 ０３（３２４２）３５５１（代表）

【事務連絡者氏名】 東京支店長　　小島　武志

【縦覧に供する場所】 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）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

株式会社愛知銀行　岐阜支店

（岐阜市金町６丁目17番地の１（岐阜フコクビル内））

株式会社愛知銀行　東京支店

（東京都中央区日本橋二丁目１番14号）

　（注）　上記の東京支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供す

る場所としております。

　

EDINET提出書類

株式会社愛知銀行(E03651)

四半期報告書

 1/29



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３四半期連結
累計期間

平成20年度
第３四半期連結
会計期間

平成19年度

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
12月31日)

(自　平成20年
10月１日

至　平成20年
12月31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 47,005 14,986 59,619

経常利益（△は経常損失） 百万円 2,872 △1,392 9,907

四半期純利益（△は四半期純損失） 百万円 879 △1,188 ――

当期純利益 百万円 ―― ―― 4,526

純資産額 百万円 ―― 147,171 167,946

総資産額 百万円 ―― 2,539,0422,543,098

１株当たり純資産額 円 ―― 13,266.0915,168.68

１株当たり四半期純利益金額（△は１株当たり四半期純損

失金額）
円 80.80 △109.13 ――

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 ％ ―― 5.7 6.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 28,035 ―― 15,436

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △6,627 ―― △17,029

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △921 ―― △824

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 百万円 ―― 60,617 40,130

従業員数 人 ―― 1,731 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．第３四半期連結累計期間に係る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及び当期純利益金額は、潜在株式がありませんので記載してお

りません。

４．当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）

に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５　経理の状況」の「２　その

他」中、「（１）第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金

額等」の「①損益計算書」にもとづいて掲出しております。

　　なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③１株当たり四半期純損益金額

等」に記載しております。
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２【事業の内容】

　当第３四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３四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12月31日現在  

従業員数（人）
1,731

[662]

（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46人、嘱託及び臨時従業員657人を含んでおりません。

      ２．臨時従業員数は、［　］内に当第３四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12月31日現在  

従業員数（人）
1,664

[620]

（注）１．従業員数は、当行から行外への出向者113人、嘱託及び臨時従業員615人を含んでおりません。

      ２．臨時従業員数は、［　］内に当第３四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ります。

(1）業績の状況

　  当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、米国サブプライム問題に端を発した歴史的な金融危機が実体経済を　

直撃し、景気の後退感が急速に高まりました。

 　 愛知県を中心とした当地域におきましても、世界的な景気後退による消費低迷と円高進行により、自動車関連を中

心に製造業の業績の悪化が鮮明になってきました。

　  このような状況下、当第３四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。

　  貸出金につきましては、主に事業先向けの貸出が増加したことにより、第２四半期末比371億円増加し、１兆

5,417億円となりました。預金につきましては、第２四半期末比347億円増加し、２兆3,202億円となりました。有価証

券につきましては、第２四半期末比163億円減少し、8,062億円となりました。

　　損益面につきましては、経常収益は、貸出金利息の増加等により、149億86百万円となりました。一方、経常費用は、預

金利息と有価証券関連損失の増加等により、163億79百万円となりました。この結果、経常損益は13億92百万円の損

失となり、第３四半期純損益は11億88百万円の損失となりました。

　　セグメント別に見ますと、銀行業の経常収益は133億５百万円、経常損益は15億３百万円の損失となりました。リー

ス業の経常収益は17億67百万円、経常利益は１億６百万円となりました。その他の事業の経常収益は26百万円、経常

利益は４百万円となりました。
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①　国内業務部門・国際業務部門別収支

　当第３四半期連結会計期間の資金運用収益は108億19百万円、資金調達費用は17億81百万円となり、資金運用収

支は90億37百万円を計上することができました。

　また、役務取引等収支は、12億65百万円を計上することができました。

　また、その他業務収支は、８億73百万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３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 8,498 514 24 9,037

うち資金運用収益

前第３四半期連結会計期間
            ――

―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間
            178

10,212 805 △20 10,819

うち資金調達費用

前第３四半期連結会計期間
            ――

―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間
            178

1,713 291 △44 1,781

役務取引等収支
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 1,270 23 △28 1,265

うち役務取引等収益
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 3,357 44 △94 3,307

うち役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 2,086 21 △65 2,041

その他業務収支
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 △940 66 － △873

うちその他業務収益
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 570 66 － 636

うちその他業務費用
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 1,510 － － 1,510

　（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業務手数料であります。

　当第３四半期連結会計期間の役務取引等収益は33億７百万円、役務取引等費用は20億41百万円となりました。

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３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 3,357 44 △94 3,307

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 24 － － 24

うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 613 44 － 657

うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 33 － － 33

うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 591 － － 591

うち保護預り貸金庫

業務

前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 28 － － 28

うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 10 0 － 11

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 2,086 21 △65 2,041

うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 106 21 － 128

　（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３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 2,296,85025,595 △2,232 2,320,213

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 1,169,127 － △2,202 1,166,925

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 1,119,027 － △30 1,118,997

うちその他
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 8,695 25,595 － 34,291

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 1,470 － － 1,470

総合計
前第３四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第３四半期連結会計期間 2,298,32025,595 △2,232 2,321,683

　（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．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

４．「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12月31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） 1,541,753100.0

製造業 337,011 21.9

農業 660 0.0

林業 123 0.0

漁業 21 0.0

鉱業 777 0.0

建設業 118,380 7.7

電気・ガス・熱供給・水道業 16,215 1.1

情報通信業 10,692 0.7

運輸業 64,425 4.2

卸売・小売業 261,840 17.0

金融・保険業 58,919 3.8

不動産業 97,294 6.3

各種サービス業 140,404 9.1

地方公共団体 6,438 0.4

その他 428,547 27.8

特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 1,541,753――

　（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209億42百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フ

ローは42億９百万円の支出、また、財務活動によるキャッシュ・フローは３億98百万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204億86百万円増加し、606億17百万円となりました。

 

　  (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　当第３四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３四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

　第２四半期連結会計期間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３四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。

 

  前連結会計年度において記載しておりました「今池支店」の改修につきましては、当第３四半期連結会計期間末現

在、当初の改修計画の見直しを進めているため、記載しておりません。 
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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

標準となる株式で、

単元株式数は100株

であります。 

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10月１日～

平成20年12月31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３四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３四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９月30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９月30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　     56,600
－

権利内容に何ら限定のな

い当行における標準とな

る株式で、単元株式数は

100株であります。 

完全議決権株式（その他） 普通株式 　10,727,700 107,277 同上

単元未満株式 普通株式　    158,940 －

権利内容に何ら限定のな

い当行における標準とな

る株式であります。

発行済株式総数 10,943,240 － －

総株主の議決権 － 107,277 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式が52株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成20年９月30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
56,600 － 56,600 0.51

計 － 56,600 － 56,600 0.51

　（注）平成20年12月31日現在の自己株式数は、59千株であります。

　

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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 9,000 9,530 9,210 8,810 8,590 8,040 7,590 7,630 7,600

最低（円） 7,260 8,570 8,470 7,950 6,940 6,440 5,610 6,770 6,360

　（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．当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当

するため、当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）に係る損益の状況、セグメント情

報及び１株当たり四半期純損益金額等については、「２　その他」に記載しております。

３．当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）は、四半期連結財務諸表の作成初年度で

あるため、前第３四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

４．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至

平成20年12月31日）の四半期連結財務諸表について、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 62,914 41,879

コールローン及び買入手形 28,833 62,899

買入金銭債権 － 3,999

商品有価証券 1,259 542

有価証券 ※2, ※4
 806,204

※2, ※4
 840,092

投資損失引当金 △24 △9

貸出金 ※1
 1,541,753

※1
 1,494,205

外国為替 1,732 1,444

その他資産 40,289 24,455

有形固定資産 ※3
 34,027

※3
 49,470

無形固定資産 195 1,054

繰延税金資産 3,982 816

支払承諾見返 ※4
 29,508

※4
 32,435

貸倒引当金 △11,634 △10,188

資産の部合計 2,539,042 2,543,098

負債の部

預金 2,320,213 2,248,688

譲渡性預金 1,470 4,040

債券貸借取引受入担保金 5,037 36,749

借用金 10,760 11,248

外国為替 232 413

その他負債 12,862 19,664

賞与引当金 － 686

役員賞与引当金 － 33

退職給付引当金 3,074 2,952

役員退職慰労引当金 505 449

睡眠預金払戻損失引当金 210 251

偶発損失引当金 1,236 477

繰延税金負債 0 10,303

再評価に係る繰延税金負債 6,758 6,758

支払承諾 ※4
 29,508

※4
 32,435

負債の部合計 2,391,870 2,375,152
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 13,887 13,889

利益剰余金 98,991 98,982

自己株式 △558 △512

株主資本合計 130,319 130,359

その他有価証券評価差額金 6,662 27,425

土地再評価差額金 7,408 7,408

評価・換算差額等合計 14,070 34,833

少数株主持分 2,781 2,752

純資産の部合計 147,171 167,946

負債及び純資産の部合計 2,539,042 2,543,098
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

経常収益 47,005

資金運用収益 31,924

（うち貸出金利息） 20,987

（うち有価証券利息配当金） 10,620

役務取引等収益 10,210

その他業務収益 1,339

その他経常収益 3,531

経常費用 44,133

資金調達費用 5,023

（うち預金利息） 4,857

役務取引等費用 6,247

その他業務費用 ※1
 4,335

営業経費 21,470

その他経常費用 ※2
 7,055

経常利益 2,872

特別利益 138

償却債権取立益 5

リース債権売却益 130

その他の特別利益 2

特別損失 69

固定資産処分損 61

減損損失 7

税金等調整前四半期純利益 2,942

法人税、住民税及び事業税 3,357

法人税等調整額 △1,330

法人税等合計 2,027

少数株主利益 35

四半期純利益 879
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 2,942

減価償却費 1,270

貸倒引当金の増減（△） 1,446

資金運用収益 △31,924

資金調達費用 5,023

為替差損益（△は益） 2,403

貸出金の純増（△）減 △47,547

預金の純増減（△） 71,525

譲渡性預金の純増減（△） △2,570

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△488

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △548

コールローン等の純増（△）減 38,065

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △31,711

資金運用による収入 30,970

資金調達による支出 △3,872

その他 △2,132

小計 32,852

法人税等の支払額 △4,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,035

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 △170,735

有価証券の売却による収入 114,092

有価証券の償還による収入 51,141

有形固定資産の取得による支出 △1,118

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

その他 △921

財務活動によるキャッシュ・フロー △921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,486

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 60,617
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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の変更】
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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

度から適用されることになったことに伴い、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ております。また、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。

　これにより、従来の方法に比べ、有形固定資産は15,419百万円減少し、その他資産は

15,419百万円増加しておりますが、その他負債、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。

　なお、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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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、中間連結会計期間末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中

間連結会計期間末から大幅な変動がないと認められるため、当該中間連結会計期間

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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 5,175百万円

延滞債権額 51,852百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,043百万円

貸出条件緩和債権額 7,537百万円

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 5,039百万円 有価証券 36,755百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 22,718百万円 ※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17,015百万円であります。

※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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１．その他業務費用には、国債等債券償却1,827百万円  を含んでおります。

※２．その他経常費用には、株式等償却4,242百万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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在

現金預け金勘定 62,914

銀行預け金（日銀預け金を除く） △2,296

現金及び現金同等物 60,617
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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３四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 59

合計 59

　

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

平成20年11月14日

取締役会
普通株式 381 35平成20年９月30日平成20年12月５日

その他利益剰

余金

基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四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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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 41,818 5,186 1 47,005 － 47,005

(2）セグメント間の内部経常収

益
57 210 78 346 (346) －

計 41,875 5,396 80 47,352 (346) 47,005

経常利益 2,623 234 16 2,874 (1) 2,872

　（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利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。
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末

※１．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し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。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」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12月31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 8,724 8,876 151

合計 8,898 9,051 152

　（注）時価は、当第３四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12月31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 54,514 68,213 13,699

債券 550,941 552,739 1,798

国債 263,547 263,494 △53

地方債 33,546 34,379 832

社債 253,846 254,865 1,018

外国債券 157,728 151,976 △5,752

その他　 5,825 5,364 △461

合計 769,009 778,294 9,284

　（注）１．四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四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。

２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対

照表価額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理（以下「減損処理」とい

う。）しております。

　当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、6,069百万円（うち株式4,242百万円）であります。

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価と比べて30％以上下落したものとして

おります。

　そのうち時価のあるものについては、下落率50％以上の銘柄は一律減損処理し、下落率30％以上50％未満のも

のは、時価の回復可能性があると認められるもの以外について、全て減損処理を行っております。

　また、時価のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により簿価に対して実質価額が50％

以上低下したときは、一律実質価額まで減損処理を行っております。

（追加情報）

　従来より、その他有価証券で時価のあるものについては、下落率50％以上の銘柄は一律減損処理し、下落率

30％以上50％未満のものは、時価の回復可能性があると認められるもの以外について、全て減損処理を行って

おります。

　ただし、世界的な金融危機による株式等のボラティリティの拡大等、昨今の金融環境の変化を踏まえ、当第３

四半期決算より「時価の回復可能性」の判定方法の見直しを行いました。

　この見直しにより、当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、1,201百万円減少しております。
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前連結会計年度末

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）

 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

地方債 198 201 2 2 －

社債 9,191 9,402 211 211 0

合計 9,390 9,604 213 213 0

　（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）

 
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

株式 57,354 98,331 40,977 43,300 2,323

債券 535,279 538,938 3,658 7,449 3,790

国債 256,791 256,773 △17 3,434 3,452

地方債 33,691 34,439 747 757 9

社債 244,797 247,725 2,927 3,257 329

外国債券 165,249 162,586 △2,662 410 3,073

その他 10,712 10,930 218 1,032 814

合計 768,596 810,787 42,191 52,192 10,001

　（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度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。

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価

額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　当連結会計年度における減損処理額は、1,267百万円（うち株式1,267百万円）であります。

　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価と比べて30％以上下落したものとし

ております。

　そのうち時価のあるものについては、下落率50％以上の銘柄は一律減損処理し、下落率30％以上50％未満

のものは、時価の回復可能性があると認められるもの以外について、全て減損処理を行っております。

　また、時価のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により簿価に対して実質価額が50％

以上低下したときは、一律実質価額まで減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

当第３四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12月31日現在）

該当事項はありません。

　　　　　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12月31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 7,110 － －

為替予約 9,120 128 128

 合計 ―― 128 128

　（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12月31日現在）

　該当事項はありません。

 

(4）債券関連取引（平成20年12月31日現在）

　該当事項はありません。

 

(5）商品関連取引（平成20年12月31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12月31日現在）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

  
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 13,266.09 15,168.68

２．１株当たり四半期純利益金額等

  
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 円 80.80

　（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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益 百万円 879

普通株式に係る四半期純利益 百万円 879

普通株式の期中平均株式数 千株 10,887

 

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。
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２【その他】

（１）第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等

　当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該

当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等につ

いては、四半期レビューを受けておりません。

　①　損益計算書 

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

経常収益 14,986

資金運用収益 10,819

（うち貸出金利息） 7,098

（うち有価証券利息配当金） 3,635

役務取引等収益 3,307

その他業務収益 636

その他経常収益 222

経常費用 16,379

資金調達費用 1,781

（うち預金利息） 1,726

役務取引等費用 2,041

その他業務費用 ※１    　　　      1,510

営業経費 7,125

その他経常費用 ※２    　　　      3,919

経常損失 1,392

特別利益 5

　償却債権取立益 2

　その他の特別利益 2

特別損失 11

　固定資産処分損 10

　その他の特別損失 0

税金等調整前四半期純損失 1,399

法人税、住民税及び事業税 351

法人税等調整額 △592

法人税等合計 △240

少数株主利益 28

四半期純損失 1,188
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．その他業務費用には、国債等債券償却737百万円を含んでおります。

※２．その他経常費用には、株式等償却2,372百万円を含んでおります。

　②　セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 13,286 1,699 0 14,986 － 14,986

(2）セグメント間の内部経常収

益
19 68 25 113 (113) －

計 13,305 1,767 26 15,099 (113) 14,986

経常利益（△は経常損失） △1,503 106 4 △1,393 0 △1,392

　（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。

 

　③　１株当たり四半期純損益金額等

 

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 円 109.13

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

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失 百万円 1,188

普通株式に係る四半期純損失 百万円 1,188

普通株式の期中平均株式数 千株 10,886

 

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。

 

（２）中間配当

 　　 平成20年11月14日開催の取締役会において、第100期の中間配当につき次のとおり決議しました。

　　　　中間配当金額　　　　　　 381百万円

　　　　１株当たりの中間配当金　　35円00銭 
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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21年２月13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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

12月31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12月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第３四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、四半期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。

２．四半期連結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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