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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３四半期連結
累計期間

平成21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21年度
第３四半期連結
会計期間

平成20年度

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
12月31日)

(自　平成21年
４月１日

至　平成21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21年
10月１日

至　平成21年
12月31日)

(自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日)

経常収益 百万円 88,006 83,410 27,879 27,229 114,624

経常利益（△は経常損失） 百万円 △3,009 10,809 △9,889 5,452 △10,568

四半期純利益

（△は四半期純損失）
百万円 △3,014 5,838 △6,286 2,377 ──

当期純損失（△） 百万円 ── ── ── ── △7,247

純資産額 百万円 ── ── 152,318 185,348 150,373

総資産額 百万円 ── ── 3,864,7314,014,7583,841,493

１株当たり純資産額 円 ── ── 470.08 495.20 462.87

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 △9.94 17.96 △20.74 6.74 ──

１株当たり当期純損失金額

（△）
円 ── ── ── ── △23.91

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 ％ ── ── 3.68 4.34 3.65

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △54,213 74,734 ── ── △20,088

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 104,018△79,497 ── ── 82,798

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △2,157 17,991 ── ── △2,162

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高
百万円 ── ── 124,098 150,236 137,014

従業員数 人 ── ── 3,052 3,161 3,021

　（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. 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。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。　

５．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しており

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21年12月31日現在

従業員数（人）
3,161

[1,270]

　（注）１．従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,566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21年12月31日現在

従業員数（人）
2,550

[1,054]

　（注）１．従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,297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【事業等のリスク】

　前事業年度の第197期有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」を、当第３四半期報告書提出日現在において、

以下のとおり変更しております。
　
　当行及び当行グループ（以下、「当行」という。）の事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

  当行は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生を回避するための施策を講じるとともに発生した場合

には迅速かつ適切な対応に努める所存であります。

　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は第３四半期報告書提出日現在において

判断したものであります。
　
(信用リスク)　

(1) 不良債権の状況

当行は本部専門部署による企業再生支援やオフバランス化の実施等によって、不良債権比率を減少させてまいり

ました。しかしながら、経済環境の変化によって、貸出先の業績悪化や担保価格の下落等により、不良債権及び与信

関連費用が再び増加した場合、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(2) 貸倒引当金の状況

当行は貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び貸倒の実績に基づいて、合理的に貸倒引当金を算定し、計上し

ております。しかしながら、実際の貸倒が見積もりを大幅に上回り、貸倒引当金の積み増しを行った場合、業績や財

務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(3) 貸出先への対応

当行は、貸出先の経営状況が悪化した場合や債務不履行となった場合においても、貸出先の再生計画等から、債権

回収の実施や法的権利を行使せずに、状況に応じて債権放棄や金融支援等を行うことがあります。しかしながら、そ

うした対応、支援にもかかわらず企業再生が奏功しない場合、不良債権や与信関連費用の増加に繋がり、業績や財務

内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(4) 権利行使の困難性

当行は、担保として差入れられた物件を、流動性の欠如や価格の下落等の事情により換金、または貸出先の保有す

るこれらの資産に対して強制執行することが事実上できないおそれがあります。

(5) 地域経済の動向に影響を受けるリスク

当行は、岐阜県、愛知県を主要な営業基盤としております。そのため、これらの主要な営業地域の経済が悪化した

場合には、取引先の業況悪化等を通じて信用リスクが増大し、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。
　
(市場リスク)

(1) 金利リスク

貸出や有価証券による資金運用と預金等による資金調達には、金利または期間のミスマッチが存在しておりま　

す。当行は金利・市場予測のもと、こうした運用・調達のミスマッチを分析、管理しておりますが、予期せぬ金利変

動等が発生した場合、利鞘の縮小等に繋がり、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(2) 有価証券の価格下落リスク

当行は資金運用として、国債・地方債等の債券及び上場株式等の有価証券を保有しております。景気や市場動向

によって保有している有価証券の価格が下落した場合、減損もしくは評価損が発生し、業績や財務内容に悪影響を

及ぼすおそれがあります。

(3) 為替リスク

当行は外貨建て資産及び負債を保有しております。為替相場の変動によってこれら外貨建て資産もしくは負債に

不利に影響し、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。
　
(流動性リスク)

当行は安定的な資金繰りを行うために資金の運用・調達を管理しておりますが、内外の経済情勢や市場環境の変

化等の影響によって、資金繰りに影響を及ぼし、通常より著しく不利な条件での資金調達を余儀なくされることが

あった場合、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。
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(オペレーショナル・リスク)

(1) 事務リスク

当行は様々な新商品・新サービスを展開しており、そうした展開を実施していく上で事務レベルの向上は欠かせ

ないものと位置づけております。研修や事務指導などの実施によって、事務レベルの向上に努めておりますが、役職

員が故意または過失によって事務ミスを起こしたことにより、事故やトラブルが発生し、損失が発生した場合、業績

や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(2) システムリスク

当行は銀行業務の運営において、基幹系システムをはじめ様々なコンピュータシステムやネットワークを利用し

ております。そうした状況において、コンピュータシステムの誤作動やシステムダウンなどの障害が発生した場合、

業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。
　
(その他のリスク)

(1) 事業展開が奏功しないリスク

当行は、平成21年４月より中期経営計画「ＣＲＥＳＣＥＮＤＯ（クレッシェンド）～より強く、より大きく～」

をスタートさせております。本計画に基づき、「徹底した顧客満足度の追求」と「成長を支える経営基盤の強化」

を重点テーマとして掲げ、積極的な事業展開を実施してまいりますが、以下のような事象が発生した場合には、当初

想定していた収益をもたらさない可能性があります。

① 貸出金での運用において、他行等との競争激化や市場環境の変化により、当初予定していた貸出金の量的拡大

や利鞘の改善が進まず、期待通りの資金利益を得られなかった場合

② 有価証券での運用において、想定したリスクを超えて変動した場合等により、期待通りの運用益を得られな

かった場合

③ 投資信託、保険等預り資産販売の拡大が鈍化する等により、期待通りの役務収益を得られなかった場合

④ 事務の効率化等が進展せず、経営資源を効率的に運用できなかった場合

(2) 自己資本比率に関するリスク

当行は、海外営業拠点を有しておりませんので、単体及び連結自己資本比率を銀行法に定められている国内基準

４％以上に維持する必要があります。この基準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部または一部停止等

を含む様々な命令を受けることとなります。平成21年度第３四半期においては、当行の単体自己資本比率は

10.45％、連結自己資本比率は10.77％でありますが、下記のような要因が発生した場合には、自己資本比率が低下す

る可能性があります。

① 有価証券ポートフォリオ価値の低下

② 不良債権の処分及び債務者の信用力の悪化に際して生じうる与信関連費用の増加

③ 繰延税金資産の算入制限等の自己資本比率に関する算定方法の変更

④ 既調達劣後債務を同等の条件の劣後債務に借り換えることの困難性

⑤ その他の不利益な展開

(3) 年金債務に関するリスク

年金資産の時価が下落した場合や、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、また、予定給付債務を計算する

前提となる保険数理上の前提及び仮定に変更があった場合に、損失が発生するおそれがあります。また、年金制度の

変更により未認識の過去勤務債務が発生するおそれがあります。金利環境の変動その他の要因も年金債務及び未認

識債務に影響を及ぼすおそれがあります。

(4) 情報漏えいに係るリスク

当行は、情報管理についてセキュリティポリシーのもと、徹底した管理に努めております。

　しかしながら、内部者または外部からの不正アクセスにより、顧客情報が漏えいした場合、顧客の経済的・精神的

被害に対する損害賠償等の直接的な損失に加え、信用力の低下等に繋がり、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそ

れがあります。

(5) 規制・制度改正リスク

当行は銀行法をはじめ、各種法令・制度等の規制のもとに業務を運営しております。将来において、そうした各種

法令・制度改正が当行にとって不利に影響した場合、業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(6) 法令等遵守（コンプライアンス）に係るリスク

当行では、各種法令規制が遵守されるように、役職員に対して、コンプライアンスの徹底に努めております。しか

し、これら法令規制が遵守されなかった場合、損害賠償、信用力の低下等に繋がり、当行の業績や財務内容に悪影響

を及ぼすおそれがあります。

(7) 金融犯罪に係るリスク

当行では、金融犯罪防止への各種対策を実施しておりますが、金融犯罪が発生した場合、お客さまへの補償や損害

金の発生等によって、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。
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(8) 風説・風評の発生に係るリスク

当行では、ディスクロージャー誌等の発刊物や積極的な広報・ＩＲ活動等を通じて、経営情報等について広く提

供し、風説・風評の発生防止に努めております。しかしながら、インターネットの普及等により、事実と異なる風説

・風評が発生、拡散しやすい環境となっております。そうした風説・風評の流布により、市場等に悪影響を及ぼし、

当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(9) 自然災害発生に係るリスク

当行の主要な営業地域である東海地区においても、将来において地震の発生が予想されております。こうした自

然災害の発生の場合には、店舗、システム等の損壊により一部の営業が阻害される可能性があり、当行の業績や財務

内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

　また、強毒性の伝染病発生についても危惧されております。発生により業務運営上十分な人員が確保できなくなる

可能性があり、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(10)格付低下によるリスク

当行では外部格付機関による格付を取得しております。格付は資金調達手段が多様化する上で重要となってお

り、格付が引き下げられた場合、資本や資金調達において条件の悪化や費用の増加などに加え、社会的信用が低下す

ることに繋がり、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(11)減損会計によるリスク

当行は固定資産を保有しており、減損会計を行っております。今後の経済情勢や不動産価格の変動等によって保

有している固定資産の価格が大幅に下落した場合などに新たな減損を実施することとなり、当行の業績や財務内容

に悪影響を及ぼすおそれがあります。

　

３【経営上の重要な契約等】

　該当ありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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（当行及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第３四半期の国内経済は、各国政府の経済対策効果及び新興国の力強い景気回復を背景に、生産に持ち直し

が見られ、景気も緩やかに回復基調で推移しました。

当行グループの営業基盤である東海地方の経済においても、主要産業である自動車関連産業を中心に回復基調

にあり、持ち直しが見られました。しかし、設備投資や住宅投資は依然として低水準で推移しました。また、個人消

費についても、消費者の節約志向の高まりや厳しい雇用環境を背景に引き続き低調に推移しました。

このような情勢下、当行グループの当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日）の

経営成績は、金融市場の沈静化による有価証券関連損益の改善及び与信費用の減少により、前第３四半期連結会

計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日）に比して連結経常損益は153億42百万円改善して54億52百万

円の連結経常利益、連結四半期純損益は86億64百万円改善して23億77百万円の連結四半期純利益となりました。

一方、当行グループの当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比して総資産は1,732億

円増加して４兆147億円、純資産は349億円増加して1,853億円となりました。主要勘定につきましては、貸出金は、

地元企業の資金需要や個人のお客様のニーズにお応えしてまいりました結果、915億円増加して２兆8,126億円と

なりました。また、有価証券は1,025億円増加して8,393億円及び預金は1,120億円増加して３兆5,410億円となり

ました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりとなりました。

当第３四半期連結会計期間の銀行業の経常損益は、前第３四半期連結会計期間に比して経常収益が８億61百万

円、経常費用が154億83百万円ともに減少した結果、146億22百万円改善して48億82百万円の経常利益となりまし

た。また、リース業の経常損益は３億50百万円改善して２億43百万円の経常利益、その他の事業の経常損益は３億

19百万円改善して２億74百万円の経常利益となりました。
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①国内・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支は、国内業務部門で前第３四半期連結会計期間比１億57百万円減少し

て126億８百万円、国際業務部門で前第３四半期連結会計期間比30百万円増加して５億70百万円となり、合計で前第

３四半期連結会計期間比１億27百万円減少して131億78百万円となりました。　

役務取引等収支は、国内業務部門で前第３四半期連結会計期間比30百万円減少して19億10百万円、国際業務部門

で前第３四半期連結会計期間比７百万円減少して40百万円となり、合計で前第３四半期連結会計期間比38百万円減

少して19億51百万円となりました。　

また、その他業務収支は、国内業務部門で前第３四半期連結会計期間比24億94百万円増加して７億53百万円、国際

業務部門で前第３四半期連結会計期間比４億71百万円減少して２億80百万円となり、合計で前第３四半期連結会計

期間比20億23百万円増加して10億34百万円となりました。

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）

資金運用収支
前第３四半期連結会計期間 12,765 540 － 13,306

当第３四半期連結会計期間 12,608 570 － 13,178

うち資金運用収益
前第３四半期連結会計期間 15,827 1,322 △105 17,044

当第３四半期連結会計期間 15,189 717 △62 15,844

うち資金調達費用
前第３四半期連結会計期間 3,061 781 △105 3,738

当第３四半期連結会計期間 2,581 146 △62 2,665

役務取引等収支
前第３四半期連結会計期間 1,940 48 － 1,989

当第３四半期連結会計期間 1,910 40 － 1,951

うち役務取引等収益
前第３四半期連結会計期間 3,710 70 － 3,780

当第３四半期連結会計期間 3,702 58 － 3,761

うち役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 1,769 21 － 1,790

当第３四半期連結会計期間 1,792 18 － 1,810

その他業務収支
前第３四半期連結会計期間 △1,741 751 － △989

当第３四半期連結会計期間 753 280 － 1,034

うちその他業務収益
前第３四半期連結会計期間 365 627 108 1,101

当第３四半期連結会計期間 852 280 0 1,133

うちその他業務費用
前第３四半期連結会計期間 2,106 △124 108 2,091

当第３四半期連結会計期間 98 － 0 99

　（注）１．「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。また、「国際業務部門」とは、当行及び連

結子会社の外貨建取引（含むユーロ円建取引)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、「国内業務部門」と「国際業務部門」の資金貸借の利息額に係る消去額等であります。

EDINET提出書類

株式会社　大垣共立銀行(E03568)

四半期報告書

 7/39



②国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結会計期間の役務取引等収益は、為替業務の減少を主な要因として、前第３四半期連結会計期間

比18百万円減少して37億61百万円となりました。

また、役務取引等費用は、前第３四半期連結会計期間比19百万円増加して18億10百万円となりました。　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計
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 3,710 70 3,780

当第３四半期連結会計期間 3,702 58 3,761

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結会計期間 578 － 578

当第３四半期連結会計期間 582 － 582

うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 901 58 960

当第３四半期連結会計期間 836 48 884

うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 381 － 381

当第３四半期連結会計期間 419 － 419

うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 1,237 － 1,237

当第３四半期連結会計期間 1,294 － 1,294

うち保護預り・

貸金庫業務

前第３四半期連結会計期間 60 － 60

当第３四半期連結会計期間 59 － 59

うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 376 7 384

当第３四半期連結会計期間 342 6 349

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 1,769 21 1,790

当第３四半期連結会計期間 1,792 18 1,810

うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 184 6 191

当第３四半期連結会計期間 170 6 177

　（注）　「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。また、「国際業務部門」とは、当行及び連結

子会社の外貨建取引(含むユーロ円建取引)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。

EDINET提出書類

株式会社　大垣共立銀行(E03568)

四半期報告書

 8/39



③国内・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 合計
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 3,386,893 39,659 3,426,552

当第３四半期連結会計期間 3,495,240 45,795 3,541,036

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,723,944 8,776 1,732,720

当第３四半期連結会計期間 1,742,758 － 1,742,758

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,640,121 30,882 1,671,004

当第３四半期連結会計期間 1,734,902 － 1,734,902

うちその他
前第３四半期連結会計期間 22,827 0 22,827

当第３四半期連結会計期間 17,578 45,795 63,374

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 36,536 － 36,536

当第３四半期連結会計期間 48,461 － 48,461

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,423,430 39,659 3,463,089

当第３四半期連結会計期間 3,543,701 45,795 3,589,497

　（注）１．「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。また、「国際業務部門」とは、当行及び連

結子会社の外貨建取引(含むユーロ円建取引)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．その他＝納税準備預金＋別段預金＋非居住者円預金＋外貨預金

５．第１四半期連結会計期間より、国際業務部門の預金は、「その他」に該当するものとしております。
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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） 2,717,092100.00

製造業 530,693 19.53

農業 5,073 0.19

林業 2,565 0.09

漁業 54 0.00

鉱業 4,129 0.15

建設業 134,685 4.96

電気・ガス・熱供給・水道業 10,512 0.39

情報通信業 10,926 0.40

運輸業 63,223 2.33

卸売・小売業 388,301 14.29

金融・保険業 58,935 2.17

不動産業 256,689 9.45

各種サービス業 251,207 9.25

地方公共団体 125,050 4.60

その他 875,045 32.20

特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 2,717,092──
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業種別
平成21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) 2,812,687100.00

製造業 560,474 19.93

農業，林業 7,209 0.26

漁業 51 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 3,264 0.12

建設業 134,784 4.79

電気・ガス・熱供給・水道業 12,229 0.43

情報通信業 10,915 0.39

運輸業，郵便業 69,617 2.47

卸売業，小売業 379,934 13.51

金融業，保険業 69,035 2.45

不動産業，物品賃貸業 326,484 11.61

学術研究，専門・技術サービス業　 18,466 0.66

宿泊業，飲食サービス業 24,458 0.87

生活関連サービス業，娯楽業　 36,959 1.31

教育，学習支援業　 5,200 0.18

医療・福祉　 60,392 2.15

その他のサービス 39,267 1.40

地方公共団体 127,890 4.55

その他 926,049 32.92

特別国際金融取引勘定分 － －

政府等 － －

金融機関 － －

その他 － －

合計 2,812,687──

　（注）１．当行及び連結子会社の合計を記載しておりますが、連結手続上消去されたものについては、上記記載から除い

ております。　　

　　　　２．日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、第１四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更しており

ます。
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(2) キャッシュ・フローの状況　

当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日）における連結キャッシュ・フローは、

次のとおりとなりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による資金流出があったものの、預金の増加及びコール

ローン等の減少による資金流入が大きかったため、当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フ

ローは、1,137億円となりました。その結果、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31

日）に比して1,484億円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による資金流入があったものの、有価証券の

取得による資金流出が大きかったため、当第３四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△

361億円となりました。その結果、前第３四半期連結会計期間に比して1,167億円の減少となりました。

配当金の支払による資金流出から、当第３四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、△12

億円となりました。その結果、前第３四半期連結会計期間に比して２億円の減少となりました。

以上により、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前第３四半期連結会計期間末残高に

比して261億円増加して1,502億円となりました。

 

(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、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中に完成した新築、増改築等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 設備の内容
敷地面積
（㎡）

建物延面積
（㎡）

完了年月

 当行 白鳥支店 岐阜県郡上市 店舗 399 256 平成21年10月　

 

２ 設備の新設、除却等の計画

　　当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。
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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 400,000,000

計 400,000,000

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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月５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 353,318,975 353,318,975

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）

単元株式数1,000株

計 353,318,975 353,318,975 ── ──

（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21年10月１日～

　平成21年12月31日
 

－ 353,318 － 36,166,023 － 25,426,956

　

（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21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21年12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） 　普通株式 741,000 ──    ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式 350,546,000 350,546　 ―

単元未満株式 　普通株式 2,031,975 ──
１単元(1,000株)未満の

株式　

発行済株式総数 　　　　   353,318,975── ──

総株主の議決権 ── 350,546 ──

　（注）　上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が６千株含まれておりま

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６個含まれております。

　　　　　

②【自己株式等】

 平成21年12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（％）

株式会社大垣共立銀行
岐阜県大垣市郭町３丁目

98番地　
741,000 － 741,000 0.20

計 ── 741,000 － 741,000 0.20
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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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 480 459 447 446 437 375 318 313 310

最低（円） 418 416 421 396 360 305 298 273 280

　（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。

　なお、前第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）は改正前の四半期連結財務諸表規則

に基づき作成し、当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しておりま

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、第３四半期連結会計期間に係る損益の状況、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．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年

12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）に係る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21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21年３月31日)

資産の部

現金預け金 195,253 156,451

コールローン及び買入手形 12,796 60,448

買入金銭債権 4,931 4,028

商品有価証券 2,872 3,464

有価証券 839,355 736,818

貸出金 ※1
 2,812,687

※1
 2,721,152

外国為替 3,393 4,590

リース債権及びリース投資資産 51,047 50,804

その他資産 ※2
 64,719

※2
 56,276

有形固定資産 ※3
 38,164

※3
 38,317

無形固定資産 3,397 3,538

繰延税金資産 8,285 20,606

支払承諾見返 30,085 33,513

貸倒引当金 △52,205 △48,473

投資損失引当金 △26 △45

資産の部合計 4,014,758 3,841,493

負債の部

預金 3,541,036 3,428,954

譲渡性預金 48,461 36,382

コールマネー及び売渡手形 25,064 14,370

債券貸借取引受入担保金 13,754 14,652

借用金 80,377 78,902

外国為替 276 227

社債 20,000 20,000

その他負債 59,778 52,150

賞与引当金 30 1,679

退職給付引当金 5,260 5,108

役員退職慰労引当金 604 570

睡眠預金払戻損失引当金 283 253

ポイント引当金 595 558

繰延税金負債 23 16

再評価に係る繰延税金負債 3,777 3,777

支払承諾 30,085 33,513

負債の部合計 3,829,409 3,691,119

EDINET提出書類

株式会社　大垣共立銀行(E03568)

四半期報告書

18/39



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

純資産の部

資本金 36,166 27,971

資本剰余金 25,426 17,232

利益剰余金 89,255 85,713

自己株式 △420 △420

株主資本合計 150,428 130,497

その他有価証券評価差額金 22,517 7,923

繰延ヘッジ損益 △1,320 △1,126

土地再評価差額金 2,972 2,972

評価・換算差額等合計 24,170 9,769

少数株主持分 10,750 10,106

純資産の部合計 185,348 150,373

負債及び純資産の部合計 4,014,758 3,841,493
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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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

経常収益 88,006 83,410

資金運用収益 51,861 47,728

（うち貸出金利息） 38,554 37,975

（うち有価証券利息配当金） 10,885 9,129

役務取引等収益 12,437 11,619

その他業務収益 3,842 3,955

その他経常収益 ※1
 19,865

※1
 20,107

経常費用 91,016 72,601

資金調達費用 11,991 8,343

（うち預金利息） 7,770 5,585

役務取引等費用 4,788 5,062

その他業務費用 5,815 250

営業経費 32,309 33,217

その他経常費用 ※2
 36,111

※2
 25,727

経常利益又は経常損失（△） △3,009 10,809

特別利益 906 5

貸倒引当金戻入益 3 0

固定資産処分益 0 －

償却債権取立益 18 5

リース会計基準の適用に伴う影響額 884 －

その他の特別利益 0 －

特別損失 759 61

固定資産処分損 102 60

減損損失 0 0

リース資産評価損 656 －

その他の特別損失 － 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,862 10,754

法人税、住民税及び事業税 1,168 1,086

法人税等調整額 △1,619 3,267

法人税等合計 △450 4,353

少数株主利益 601 562

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,014 5,838
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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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△2,862 10,754

減価償却費 2,281 2,061

減損損失 0 0

貸倒引当金の増減（△） 4,102 3,731

資金運用収益 △51,861 △47,728

資金調達費用 11,991 8,343

有価証券関係損益（△） 11,126 △2,579

商品有価証券の純増（△）減 △494 592

貸出金の純増（△）減 △173,303 △91,534

預金の純増減（△） 133,288 112,082

譲渡性預金の純増減（△） 4,973 12,079

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△8,600 △2,524

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △16,477 △25,581

コールローン等の純増（△）減 △20,681 47,651

コールマネー等の純増減（△） 11,045 10,693

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 184 △898

外国為替（資産）の純増（△）減 △140 1,196

外国為替（負債）の純増減（△） △263 48

資金運用による収入 48,238 47,504

資金調達による支出 △9,105 △7,996

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △49,400 △242

その他 59,754 △4,828

小計 △46,202 72,825

法人税等の支払額 △8,297 △1,126

法人税等の還付額 286 3,036

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,213 74,734

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 △299,797 △386,980

有価証券の売却による収入 178,074 144,358

有価証券の償還による収入 228,295 164,903

有形固定資産の取得による支出 △1,795 △1,335

有形固定資産の売却による収入 11 1

無形固定資産の取得による支出 △780 △444

無形固定資産の売却による収入 0 －

その他 11 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 104,018 △79,497
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入れによる収入 － 4,000

株式の発行による収入 － 16,293

配当金の支払額 △2,121 △2,294

少数株主への配当金の支払額 △6 △5

自己株式の取得による支出 △65 △6

自己株式の売却による収入 36 4

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,157 17,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,612 13,221

現金及び現金同等物の期首残高 76,486 137,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 124,098

※
 150,236
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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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 　工事契約に関する会計基準

　　　一部の連結子会社において、ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計

上基準については、従来、工事完成基準（検収基準）を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号平成19年12月

27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第18号平成19年12月27日）が平成21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、第１四半期連結会計期間以降に

着手したソフトウェアの請負開発契約から、当第３四半期連結会計期間末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事

進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約について

は工事完成基準（検収基準）を適用しております。

　 　これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であ

ります。　　

   　 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　　
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の予想

損失額を引き当てている債権等以外の債権に対する貸倒引当金につきまして

は、中間連結会計期間末の貸倒実績率等に、12月末までに発生した倒産等及び

自己査定による債務者格付の変更を反映した予想損失率等に基づき計上して

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。
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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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21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 13,828百万円

延滞債権額 57,876百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,510百万円

貸出条件緩和債権額 18,863百万円

破綻先債権額 14,476百万円

延滞債権額 56,636百万円

３ヵ月以上延滞債権額 886百万円

貸出条件緩和債権額 22,581百万円

　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。

　その他資産のうち　

※２．担保に供している資産

　

　

　

　その他資産のうち　

割賦債権 141百万円

その他の資産　 258
百万円

　
　
　上記のほか、デリバティブ取引差入担保金は8,889百

万円であります。
　

割賦債権 224百万円

その他の資産　 317
百万円

　
　
　上記のほか、デリバティブ取引差入金は4,968百万円

であります。
　

※３．有形固定資産の減価償却累計額 67,941百万円 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 71,001百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１．その他経常収益には、リース業に係る収益17,004百

万円を含んでおります。

※１．その他経常収益には、リース業に係る収益16,907百

万円を含んでおります。

※２. その他経常費用には、リース業に係る費用16,884百

万円、株式等償却9,169百万円及び貸倒引当金繰入額

7,880百万円を含んでおります。

※２. その他経常費用には、リース業に係る費用16,208百

万円、株式等償却1,656百万円及び貸倒引当金繰入額

6,749百万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）

前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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） （単位：百万円）

平成20年12月31日現在 平成21年12月31日現在

現金預け金勘定 167,488

日銀預け金以外の預け金 △43,389

現金及び現金同等物 124,098

　

現金預け金勘定 195,253

日銀預け金以外の預け金 △45,017

現金及び現金同等物 150,236
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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 353,318

合計 353,318

自己株式     

普通株式 741

合計 741

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

　

３．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
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月23日

定時株主総会
普通株式 1,060 3.50平成21年３月31日平成21年６月24日利益剰余金　

平成21年11月13日

取締役会
普通株式 1,234 3.50平成21年９月30日平成21年12月10日利益剰余金　

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。

　

４．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

当行は、平成21年９月14日を払込期日とする公募増資を実施し、第２四半期連結会計期間において資本金が

7,276百万円、資本準備金が7,276百万円増加いたしました。

　また、平成21年９月24日を払込期日、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を実施し、第２四半期

連結会計期間において資本金が917百万円、資本準備金が917百万円増加いたしました。

　これらの要因により、当第３四半期連結会計期間末において資本金が36,166百万円、資本準備金が25,426百万円

となっております。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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
67,468 17,004 3,533 88,006 － 88,006

(2）セグメント間の内部経常

収益
308 271 3,499 4,079 (4,079) －

計 67,776 17,275 7,033 92,085(4,079)88,006

経常利益（△は経常損失） △4,257 255 1,050 △2,951 (58) △3,009

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
63,122 16,907 3,380 83,410 － 83,410

(2）セグメント間の内部経常

収益
291 238 3,489 4,018 (4,018) －

計 63,414 17,145 6,869 87,429(4,018)83,410

経常利益 9,563 688 501 10,753 55 10,809

　（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．事業区分は、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、コンピュータ関連業務、

信用保証業務、クレジットカード業務等であります。

　      ３. 会計処理の方法の変更

　（前第３四半期連結累計期間）　

　リース取引に関する会計基準の変更　

第１四半期連結会計期間から「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。

　なお、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、平成19年度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)を取得価額としてリース投資資産に計上しております。利息相当額については、その総額を残

存リース期間中の各期に定額で配分しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、「銀行業」、「その他の事業」の経常利益への影響は軽微で

す。「リース業」の経常利益は79百万円増加しております。

　また、「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）の適用に伴い、リース債権の流動化に関して

は、金融取引から売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べて、「リース業」の経常収益は3,693百万円、経常費用は3,523百万円減少し、経常利益は

170百万円減少しております。
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　（当第３四半期連結累計期間）　　

　工事契約に関する会計基準の変更

「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」に記載のとおり、一部の連結子会社

において、ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準（検収基準）

を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号平成19年12月27日）が平成21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、第１四半期連結会計期間以降に着手したソフトウェアの請負開発契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進

行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準（検収基準）を適用

しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて「その他の事業」の経常収益及び経常利益への影響は軽微

であります。なお、「銀行業」及び「リース業」への影響はありません。

 

【所在地別セグメント情報】

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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

　　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。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21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）

国債 4,498 4,545 46

社債 1,566 1,594 28

合計 6,064 6,139 75

　（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21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 58,601 83,884 25,283

債券 628,047 638,278 10,231

  国債 296,946 300,262 3,316

　地方債 147,430 150,400 2,970

  社債 183,670 187,615 3,945

その他 89,096 90,273 1,177

 　 外国証券 79,691 80,054 363

　　その他の証券 9,405 10,218 813

合計 775,745 812,437 36,691

　（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

表計上額とするとともに、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、1,626百万円(うち、株式1,550百万円、その他75百万円)で

あります。

　時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあ

たっては、当第３四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は全て減損処

理を行い、30％から50％下落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っ

ております。
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　　　　　（参考）

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21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）

国債 3,000 3,037 37

社債 1,766 1,787 21

合計 4,766 4,825 59

　（注）　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．その他有価証券で時価のあるもの（平成21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）

株式 60,650 71,209 10,558

債券 545,458 548,200 2,742

  国債 160,933 161,031 98

　地方債 197,976 199,273 1,296

  社債 186,548 187,895 1,346

その他 93,993 93,517 △476

 　 外国証券 75,813 75,940 126

　　その他の証券 18,180 17,577 △602

合計 700,103 712,928 12,824

　（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．当連結会計年度において、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、19,272百万円（うち、株式7,494百万円、その他11,778百万円）　　であ

ります。

　　時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあ

たっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は全て減損処理を行い、

30％から50％下落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について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

　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。　

(1）金利関連取引（平成21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 金利スワップ 50,297 △198 △198

 合計 ── △198 △198

　（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。

　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21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 241,499 244 244

為替予約 6,644 △49 △49

通貨オプション 308,122 △1 2,543

 合計 ── 193 2,738

　（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。

　なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理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25号）等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権

債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当

該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

(3）クレジット・デリバティブ取引（平成21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
クレジット・デフォルト・スワッ

プ
5,710 △13 △13

 合計 ── △13 △13

  （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。

　なお、ヘッジ会計が適用され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。
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（参考）

前連結会計年度

(1）金利関連取引（平成21年３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 金利スワップ 22,077 △256 △256

 合計 ── △256 △256

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

　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21年３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 287,448 296 296

為替予約 7,047 △9 △9

通貨オプション 333,490 △2 2,499

 合計 ── 283 2,786

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

　なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理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25号）等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権

債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨

建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

 

(3）クレジットデリバティブ取引（平成21年３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
クレジット・デフォルト・スワッ

プ
9,037 △606 △606

 合計 ── △606 △606

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

　なお、ヘッジ会計が適用され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。 

　

EDINET提出書類

株式会社　大垣共立銀行(E03568)

四半期報告書

32/39



（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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 円 495.20 462.87

（注）１株当たり純資産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末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 百万円 185,348 150,373

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 10,750 10,106

  うち少数株主持分　 百万円 10,750 10,106

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額
百万円 174,598 140,267

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た四半期末（期末）の普通株式の数
千株 352,577 303,031

２．１株当たり四半期純利益金額等

  
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

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 △9.94 17.96

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
円 － －

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

  
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

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）
 　 　

四半期純利益（△は四半期純損失） 百万円       △3,014 5,838

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る四半期純利益(△は普通

株式に係る四半期純損失)
百万円 △3,014 5,838

普通株式の期中平均株式数 千株 303,061 325,049

  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、当第３四半期連結累計期間は潜在株式が

存在しないため、前第３四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため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）　

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

経常収益     27,879     27,229
資金運用収益     17,044     15,844
（うち貸出金利息）     13,132     12,633
（うち有価証券利息配当金）     3,268     3,051
役務取引等収益     3,780     3,761
その他業務収益     1,101     1,133

その他経常収益  ※1 5,952 ※1 6,491

経常費用     37,768     21,777
資金調達費用     3,738     2,665
（うち預金利息）     2,494     1,758
役務取引等費用     1,790     1,810
その他業務費用     2,091     99
営業経費     10,567     10,991

その他経常費用  ※2 19,581 ※2 6,210

経常利益又は経常損失（△）  △9,889 5,452
特別利益     △100     △51
　貸倒引当金戻入益     △101     △53
その他の特別利益     1     1
特別損失     12     27
固定資産処分損     12     27
その他の特別損失　     －     0
税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失（△）

    △10,002     5,373

法人税、住民税及び事業税     △392     333
法人税等調整額     △3,083     2,408
法人税等合計     △3,476     2,742
少数株主利益又は少数株主損失（△）     △239     253
四半期純利益又は四半期純損失（△）     △6,286     2,377

　

　

　
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
　　至　平成21年12月31日）

※１．その他経常収益には、リース業に係る収益5,394百万円を含んで

おります。

※２．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額5,931百万円、株式等償

却6,970百万円及びリース業に係る費用5,530百万円を含んでおり

ます。

※１．その他経常収益には、リース業に係る収益5,601百万円を含んで

おります。

※２．その他経常費用には、株式等償却772百万円及びリース業に係る

費用5,379百万円を含んでおります。
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　②セグメント情報

  (事業の種類別セグメント情報)

前第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
21,328 5,394 1,155 27,879 － 27,879

(2）セグメント間の内部経常

収益
102 91 1,138 1,332 (1,332) －

計 21,431 5,485 2,293 29,211(1,332)27,879

経常損失（△） △9,739 △107 △44 △9,891 1 △9,889

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21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
20,488 5,601 1,139 27,229 － 27,229

(2）セグメント間の内部経常

収益
81 83 981 1,146 (1,146) －

計 20,570 5,684 2,121 28,375(1,146)27,229

経常利益 4,882 243 274 5,400 51 5,452

　（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．事業区分は、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、コンピュータ関連業務、

信用保証業務、クレジットカード業務等であります。

 

　(所在地別セグメント情報)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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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③１株当たり四半期純損益金額等

  
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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 △20.74 6.74

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
円 － －

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

  
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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）
 　 　

四半期純利益（△は四半期純損失） 百万円 △6,286 2,377

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る四半期純利益(△は普通

株式に係る四半期純損失)
百万円 △6,286 2,377

普通株式の期中平均株式数 千株 303,061 352,578

　　　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、当第３四半期連結会計期間は潜在株式が存在

しないため、前第３四半期連結会計期間は１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

　

（２）その他

中間配当

平成21年11月13日開催の取締役会において、第198期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

中間配当金額　　　　　　　　　　　　　　　1,234百万円　

１株当たりの中間配当金　　　　　　　　　  ３円50銭　　　　　         

支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成21年12月10日
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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。

EDINET提出書類

株式会社　大垣共立銀行(E03568)

四半期報告書

37/39



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月10日

株式会社大垣共立銀行

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 堀　　幸造　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　哲也　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　實　　　印

　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大垣共立銀

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、株式会社大垣共立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。

 

追記情報

　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に記載のとおり、会社は、第１四半期連結会計期間か　

ら「リース取引に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準により四半期連結財務諸表を作成している。

 

　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、その原本は当行（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いません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月４日

株式会社大垣共立銀行

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 堀　　幸造　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　哲也　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　實　　　印

　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大垣共立銀

行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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、株式会社大垣共立銀行及び連結子会社の平成21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、その原本は当行（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いません。
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