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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21年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成22年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成21年度

 

(自平成21年
４月１日

至平成21年
６月30日)

(自平成22年
４月１日

至平成22年
６月30日)

(自平成21年
４月１日

至平成22年
３月31日)

経常収益 百万円 28,580 29,674 112,477

経常利益 百万円 2,931 4,577 16,937

四半期純利益 百万円 1,845 2,410―――

当期純利益 百万円 ――― ――― 9,008

純資産額 百万円 216,943221,915226,672

総資産額 百万円 4,245,4474,450,3794,365,437

１株当たり純資産額 円 542.61 554.12 567.75

１株当たり
四半期純利益金額

円 5.06 6.62 ―――

１株当たり
当期純利益金額

円 ――― ――― 24.73

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 ％ 4.6 4.5 4.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 27,449 39,755 129,280

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △40,789△84,839△105,217

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △1,294 △1,290 7,325

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 86,553 86,184 132,570

従業員数 人 3,142 3,146 3,048

(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(当期)純利益金額は、潜在株式がないので記載しておりません。

４　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22年６月30日現在

従業員数(人)
3,146
[956]

(注) １　従業員数は、海外の現地採用者４人を含み、臨時従業員(嘱託を含む)954人及び出向者73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22年６月30日現在

従業員数(人)
2,738
[825]

(注) １　従業員数は、海外の現地採用者４人を含み、臨時従業員(嘱託を含む)819人及び出向者315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 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

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１四半期連結会計期間のわが国経済は、アジアを中心とした新興国向け輸出の増加や在庫調整の進展、自

動車・家電に対する需要刺激策により生産が回復基調を辿り、設備投資がほぼ下げ止まるなど、景気が持ち直す

動きがみられました。この一方で、雇用環境は依然として厳しい状況で推移しました。

岐阜・愛知両県を中心とする当行の営業基盤においても、自動車や一般機械等の製造業を中心に生産の回復

が進み、設備投資も下げ止まる動きがみられたものの、雇用条件の改善には至りませんでした。

このような環境下、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、次のとおりとなりました。

預金につきましては、低コストかつ長期安定的な資金を調達するとの観点から、地域に密着した積極的な営業
展開を行い、個人、法人を中心に増強をはかりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の預金残高は、前
連結会計年度末比881億円増加し３兆9,775億49百万円となりました。
貸出金につきましては、地元企業の資金需要や住宅ローンを中心とする個人向け融資に積極的にお応えする
とともに、地方公共団体向け融資の取扱いに努めました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の貸出金残高
は、前連結会計年度末比99億79百万円増加し３兆187億84百万円となりました。

有価証券につきましては、国債、地方債等の引受、購入のほか、相場環境を注視しつつ、資金の効率的運用のた

めの債券等の売買を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の有価証券残高は、前連結会計年度末

比742億62百万円増加し１兆463億８百万円となりました。

損益状況では、経常収益は、国債等債券売却益が増加したことを主因としてその他業務収益が増加しましたこ
となどから、前年同期比10億94百万円増加し296億74百万円となりました。経常費用は、預金の利回りが低下した
ことを主因として資金調達費用が減少しましたほか、貸倒引当金繰入額が減少しましたことなどから、前年同期
比５億52百万円減少し250億97百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比16億46百万円増加し45億
77百万円、四半期純利益は、前年同期比５億65百万円増加し24億10百万円となりました。

なお、セグメントごとの損益状況につきましては、銀行業の経常収益は231億68百万円、経常費用は191億16百

万円、セグメント利益(経常利益)は40億51百万円となりました。また、リース業の経常収益は55億57百万円、経常

費用は53億52百万円、セグメント利益(経常利益)は２億５百万円となり、その他の経常収益は13億64百万円、経

常費用は10億35百万円、セグメント利益(経常利益)は３億28百万円となりました。

今後におきましても、「第11次中期経営計画～お客さまの夢を叶えるベストパートナーバンクへの挑戦～」

(平成21年４月～平成24年３月)の施策に基づき、収益力の増強に向けた取組みを一層強化してまいります。
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国内・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支は前年同期比269百万円減少し15,272百万円、役務取引等収支は前
年同期比32百万円増加し2,434百万円、その他業務収支は前年同期比1,120百万円増加し2,032百万円となりまし
た。
国内業務部門につきましては、資金運用収支は前年同期比463百万円減少し14,870百万円、役務取引等収支は
前年同期比33百万円増加し2,376百万円、その他業務収支は前年同期比868百万円増加し1,644百万円となりまし
た。
国際業務部門につきましては、資金運用収支は前年同期比195百万円増加し402百万円、役務取引等収支は前年
同期比１百万円減少し58百万円、その他業務収支は前年同期比252百万円増加し388百万円となりました。

 

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１四半期連結会計期間 15,333 207 ― 15,541

当第１四半期連結会計期間 14,870 402 ― 15,272

　うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 17,831 284 △11 18,103

当第１四半期連結会計期間 16,886 504 △13 17,377

　うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 2,497 76 △11 2,562

当第１四半期連結会計期間 2,015 102 △13 2,105

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 2,343 59 ― 2,402

当第１四半期連結会計期間 2,376 58 ― 2,434

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結会計期間 3,436 76 ― 3,513

当第１四半期連結会計期間 3,511 74 ― 3,586

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結会計期間 1,093 17 ― 1,110

当第１四半期連結会計期間 1,135 16 ― 1,151

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 776 136 ― 912

当第１四半期連結会計期間 1,644 388 ― 2,032

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結会計期間 5,428 231 ― 5,659

当第１四半期連結会計期間 6,535 481 ― 7,017

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結会計期間 4,651 95 ― 4,746

当第１四半期連結会計期間 4,891 93 ― 4,984

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び連結子会社の円建取引であります。

「国際業務部門」とは、当行の国内店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との間における取引額であります。

３　国内業務部門の資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第１四半期連結会計期間３百万円、当第１四半期連結会

計期間２百万円)を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門につきましては、役務取引等収益は前年同期比75百万円増加し3,511百万円となり、役務取引等

費用は前年同期比42百万円増加し1,135百万円となりました。

国際業務部門につきましては、役務取引等収益は前年同期比２百万円減少し74百万円となり、役務取引等費用

は前年同期比１百万円減少し16百万円となりました。
 

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 3,436 76 ― 3,513

当第１四半期連結会計期間 3,511 74 ― 3,586

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結会計期間 399 ― ― 399

当第１四半期連結会計期間 372 ― ― 372

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 971 62 ― 1,034

当第１四半期連結会計期間 949 61 ― 1,011

　うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 432 ― ― 432

当第１四半期連結会計期間 473 ― ― 473

　うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 91 ― ― 91

当第１四半期連結会計期間 90 ― ― 90

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結会計期間 2 ― ― 2

当第１四半期連結会計期間 1 ― ― 1

　うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 240 13 ― 254

当第１四半期連結会計期間 247 13 ― 261

　うちクレジット
　カード業務

前第１四半期連結会計期間 492 ― ― 492

当第１四半期連結会計期間 498 ― ― 498

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 1,093 17 ― 1,110

当第１四半期連結会計期間 1,135 16 ― 1,151

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 201 16 ― 217

当第１四半期連結会計期間 201 16 ― 217

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び連結子会社の円建取引であります。

「国際業務部門」とは、当行の国内店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との間における取引額であります。
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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 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 3,791,68027,564 ― 3,819,245

当第１四半期連結会計期間 3,947,80829,741 ― 3,977,549

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 1,855,117 ― ― 1,855,117

当第１四半期連結会計期間 1,928,824 ― ― 1,928,824

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 1,881,082 ― ― 1,881,082

当第１四半期連結会計期間 1,975,041 ― ― 1,975,041

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 55,481 27,564 ― 83,045

当第１四半期連結会計期間 43,942 29,741 ― 73,683

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 23,780 ― ― 23,780

当第１四半期連結会計期間 2,753 ― ― 2,753

総合計
前第１四半期連結会計期間 3,815,46127,564 ― 3,843,026

当第１四半期連結会計期間 3,950,56129,741 ― 3,980,302

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び連結子会社の円建取引であります。

「国際業務部門」とは、当行の国内店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との間における取引額であります。

３　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

４　定期性預金＝定期預金
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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21年６月30日 平成22年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 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) 2,996,393100.00 3,018,784100.00

製造業 594,601 19.84 582,176 19.29

農業、林業 5,623 0.19 5,153 0.17

漁業 237 0.01 247 0.01

鉱業、採石業、砂利採取業 3,687 0.12 3,051 0.10

建設業 161,299 5.38 159,601 5.29

電気・ガス・熱供給・水道業 23,926 0.80 22,973 0.76

情報通信業 19,350 0.64 18,461 0.61

運輸業、郵便業 69,110 2.31 78,112 2.59

卸売業、小売業 338,562 11.30 336,619 11.15

金融業、保険業 67,042 2.24 77,003 2.55

不動産業、物品賃貸業 411,382 13.73 410,059 13.58

学術研究、専門・技術サービス業 26,736 0.89 25,519 0.85

宿泊業 26,601 0.89 27,876 0.92

飲食業 26,280 0.88 25,807 0.86

生活関連サービス業、娯楽業 71,360 2.38 67,582 2.24

教育、学習支援業 5,994 0.20 6,149 0.20

医療・福祉 83,795 2.80 87,236 2.89

その他のサービス 31,343 1.05 30,610 1.01

地方公共団体 241,903 8.07 226,151 7.49

その他 787,560 26.28 828,395 27.44

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 2,996,393―― 3,018,784――

(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

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローンが減少しましたこ
となどから前年同期比123億６百万円増加し397億55百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フロー
は、有価証券の取得による支出が増加しましたことなどから前年同期比440億50百万円減少し△848億39百万円
となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比４百万円増加し△12億90百万円となり
ました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、当第１四半期連結会計期間中に463億85百万円減少
し861億84百万円となりました。

 

(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(当行及び連結子会社)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。

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

 8/29



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

当第１四半期連結会計期間中に新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

 

銀行業セグメント

会社名
店舗名
その他

所在地 区分
設備の
内容

当第１四半期末
帳簿価額(百万円）

売却の予定時期

当行 関支店店舗
岐阜県
関市

売却
土地
建物

56 平成22年７月

(注)　当行関支店の新築移転(平成22年７月完了)に伴う旧店舗の売却計画であります。
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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 460,000,000

計 460,000,000

 

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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８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 366,855,449同左

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 366,855,449同左 ――― ―――

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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22年４月１日～

平成22年６月30日
― 366,855 ― 36,839,102 ― 25,366,820

 

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書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。

 

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

10/29



(7) 【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22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22年６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

2,838,000
――― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

360,489,000
360,489同上

単元未満株式
普通株式

3,528,449
――― ―

発行済株式総数 366,855,449――― ―――

総株主の議決権 ――― 360,489 ―――

(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18,000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が18個含まれております。
 

② 【自己株式等】

平成22年６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)
株式会社十六銀行

岐阜市神田町
８丁目26番地

2,838,000 ― 2,838,0000.77

計 ――― 2,838,000 ― 2,838,0000.77

 

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22年４月 ５月 ６月

最高(円) 383 355 335

最低(円) 352 315 308

(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１四半期連結会計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)及び前第１四半期連結累計期間(自

平成21年４月１日　至平成21年６月30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１四半期連結

会計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日　至平

成22年６月30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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(自平成21年４月１日　至

平成21年６月30日)及び前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)に係る四半期連結

財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマ

ツ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22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22年３月31日)

資産の部

現金預け金 87,595 133,951

コールローン及び買入手形 46,106 75,000

債券貸借取引支払保証金 62,748 －

商品有価証券 1,162 1,685

金銭の信託 5,826 6,000

有価証券 ※2, ※4
 1,046,308

※2, ※4
 972,046

貸出金 ※1
 3,018,784

※1
 3,008,805

外国為替 2,466 3,057

リース債権及びリース投資資産 ※1, ※2
 43,524

※1, ※2
 43,758

その他資産 ※1, ※2
 71,487

※1, ※2
 55,944

有形固定資産 ※3
 66,599

※3
 66,856

無形固定資産 7,851 8,011

繰延税金資産 18,731 16,446

支払承諾見返 24,085 25,614

貸倒引当金 △52,898 △51,741

資産の部合計 4,450,379 4,365,437

負債の部

預金 3,977,549 3,889,449

譲渡性預金 2,753 7,800

コールマネー及び売渡手形 － 6,512

債券貸借取引受入担保金 45,567 47,498

借用金 55,356 54,531

外国為替 479 650

社債 30,000 30,000

その他負債 72,911 55,222

賞与引当金 － 1,541

役員賞与引当金 － 62

退職給付引当金 7,686 7,654

役員退職慰労引当金 288 334

睡眠預金払戻損失引当金 315 369

偶発損失引当金 1,378 1,393

繰延税金負債 7 10

再評価に係る繰延税金負債 10,084 10,115

支払承諾 24,085 25,614

負債の部合計 4,228,464 4,138,764
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

資本金 36,839 36,839

資本剰余金 25,357 25,357

利益剰余金 113,321 112,137

自己株式 △1,385 △1,381

株主資本合計 174,132 172,953

その他有価証券評価差額金 15,134 21,234

土地再評価差額金 12,435 12,483

評価・換算差額等合計 27,569 33,717

少数株主持分 20,213 20,002

純資産の部合計 221,915 226,672

負債及び純資産の部合計 4,450,379 4,365,437
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

経常収益 28,580 29,674

資金運用収益 18,103 17,377

（うち貸出金利息） 14,500 13,541

（うち有価証券利息配当金） 3,533 3,763

役務取引等収益 3,513 3,586

その他業務収益 5,659 7,017

その他経常収益 1,303 1,692

経常費用 25,649 25,097

資金調達費用 2,566 2,107

（うち預金利息） 2,188 1,720

役務取引等費用 1,110 1,151

その他業務費用 4,746 4,984

営業経費 13,120 13,697

その他経常費用 ※１
 4,104

※1
 3,155

経常利益 2,931 4,577

特別利益 1 0

償却債権取立益 1 0

特別損失 187 275

固定資産処分損 22 30

減損損失 165 147

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 97

税金等調整前四半期純利益 2,744 4,301

法人税、住民税及び事業税 279 301

法人税等調整額 349 1,318

法人税等合計 628 1,619

少数株主損益調整前四半期純利益 2,682

少数株主利益 270 271

四半期純利益 1,845 2,410
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 2,744 4,301

減価償却費 1,283 1,333

減損損失 165 147

貸倒引当金の増減（△） 1,418 1,156

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,469 △1,541

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69 32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △185 △46

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △37 △53

偶発損失引当金の増減（△） 126 △14

資金運用収益 △18,103 △17,377

資金調達費用 2,566 2,107

有価証券関係損益（△） △21 △1,212

金融派生商品未実現損益（△） 15 24

為替差損益（△は益） 1 11

固定資産処分損益（△は益） 22 30

商品有価証券の純増（△）減 △8 523

金銭の信託の純増（△）減 △5,977 173

貸出金の純増（△）減 44,005 △9,978

預金の純増減（△） 86,041 88,099

譲渡性預金の純増減（△） 5,553 △5,047

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △314 △29

コールローン等の純増（△）減 △70,000 28,894

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 － △62,748

コールマネー等の純増減（△） △25,982 △6,512

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △7,817 △1,931

外国為替（資産）の純増（△）減 575 591

外国為替（負債）の純増減（△） △41 △171

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 1,330 234

資金運用による収入 18,113 17,868

資金調達による支出 △1,489 △1,380

その他 △4,205 2,845

小計 28,357 40,268

法人税等の支払額 △908 △512

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,449 39,755

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

16/29



(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

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 △121,831 △160,999

有価証券の売却による収入 34,056 53,117

有価証券の償還による収入 48,200 24,057

有形固定資産の取得による支出 △577 △456

無形固定資産の取得による支出 △643 △549

有形固定資産の売却による収入 10 0

その他の支出 △4 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,789 △84,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △9 △5

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1,275 △1,274

少数株主への配当金の支払額 △11 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,294 △1,290

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,636 △46,385

現金及び現金同等物の期首残高 101,190 132,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 86,553

※1
 86,184
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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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更 (資産除去債務に関する会計基準の適用)

当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号平成20年３月31日)及び「資産除去債務に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年

３月31日)を適用しております。

これにより、経常利益は１百万円、税金等調整前四半期純利益は98

百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は116百万円であります。

 

【表示方法の変更】
 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令(平成21年３月24日内閣府令第５号)の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損

益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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 「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、平成22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。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　貸出金(求償債権等を含む。)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 6,787百万円

延滞債権額 103,339百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,143百万円

貸出条件緩和債権額 8,544百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１　貸出金(求償債権等を含む。)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 7,044百万円

延滞債権額 102,927百万円

３ヵ月以上延滞債権額 992百万円

貸出条件緩和債権額 8,070百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　担保に供している資産

有価証券 153,651百万円

リース債権及び
リース投資資産

7,897百万円

その他資産 33百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先

物・オプション取引証拠金等の代用として、有価証

券75,963百万円及びその他資産７百万円を差し入れ

ております。

また、その他資産のうち保証金は1,949百万円であ

ります。

※２　担保に供している資産

有価証券 154,796百万円

リース債権及び
リース投資資産

9,277百万円

その他資産 27百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先

物・オプション取引証拠金等の代用として、有価証

券75,623百万円及びその他資産７百万円を差し入れ

ております。

また、その他資産のうち保証金は1,946百万円であ

ります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額

64,496百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

65,585百万円

※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50,060百万円であります。

※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50,080百万円であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額3,245百万

円を含んでおります。

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額2,516百万

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１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　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21年６月30日現在

現金預け金勘定 87,484

日銀預け金以外の預け金 △931

現金及び現金同等物 86,553
　

※１　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22年６月30日現在

現金預け金勘定 87,595

日銀預け金以外の預け金 △1,410

現金及び現金同等物 86,184
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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 366,855

合計 366,855

自己株式  

　普通株式 2,852

合計 2,852

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当ありません。

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,274 3.50平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

 

(2) 基準日が当第１四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１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当ありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 
銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

その他
(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

22,154 5,286 1,139 28,580 ― 28,580

(2) セグメント間の内部
　　経常収益

147 71 249 468 (468) ―

計 22,302 5,358 1,388 29,048 (468) 28,580

経常利益 2,432 271 246 2,950 (19) 2,931

(注) １　業務区分は、連結会社の事業内容により区分しております。なお、その他は、クレジットカード業務、コンピュータ関連

業務、信用保証業務等であります。

２　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。

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

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は記載して

おりません。

 

【国際業務経常収益】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

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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【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当行グループは、当行及び連結子会社７社で構成され、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスに係

る事業を行っております。なお、当行においては、一定の範囲における営業店をもってブロックを形成し、かかる

ブロックを単位として、業務運営を行う体制としておりますが、各ブロックの経済的特徴等が概ね類似している

ことなどから、１つの事業セグメントとして集約しております。

従って、当行グループは、サービスの特性と経営管理上の組織に基づく事業内容別のセグメントから構成され

ており、「銀行業」、「リース業」の２つを報告セグメントとしております。

「銀行業」は、当行の本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業

務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託業務、金融デリバティブ取引業務、附帯業務を営み、地域の金融パート

ナーとして、多様な商品・サービスを提供しております。

「リース業」は、十六リース株式会社において、リース業務を営み、地域のリースに関するニーズに積極的に

お応えしております。

 

２　報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業 計

経常収益     
 

  

　外部顧客に対する
　経常収益

23,0495,48428,5331,14029,674 ― 29,674

　セグメント間の内部
　経常収益

118 73 192 223 415 △415 ―

計 23,1685,55728,7251,36430,090△415 29,674

セグメント利益 4,051 205 4,257 328 4,586 △8 4,577

(注) １　一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務、コンピュータ

関連業務、信用保証業務等であります。

３　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年３月27日)及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年３月21日)を適用してお

ります。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末

※　四半期連結貸借対照表の「有価証券」につい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22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)

債券 50,546 50,636 90

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 50,546 50,636 90

その他 ― ― ―

合計 50,546 50,636 90

(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22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)

差額(百万円)

株式 83,208 97,023 13,814

債券 754,505 771,032 16,527

　国債 414,219 421,859 7,640

　地方債 188,003 193,236 5,232

　短期社債 ― ― ―

　社債 152,282 155,935 3,653

その他 115,398 109,114 △6,283

合計 953,112 977,170 24,057

(注) １　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。

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１四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１四半期連結累計期間における減損処理額は、94百万円(うち、株式93百万円、社債１百万円)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準は、第１四半期連結決算日における時価の取得原価

に対する下落率が30％以上の銘柄をすべて著しく下落したと判断しております。
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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

 

(1) 金利関連取引(平成22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)

金融商品
取引所

金利先物 ― ― ―

金利オプション ― ― ―

店頭

金利先渡契約 ― ― ―

金利スワップ 9,580 38 38

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

 合計 ――― 38 38

(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。

 

(2) 通貨関連取引(平成22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)

金融商品
取引所

通貨先物 ― ― ―

通貨オプション ― ― ―

店頭

通貨スワップ 240,719 408 408

為替予約 25,996 △119 △119

通貨オプション 397,593 2 2,377

その他 2,780 79 79

 合計 ――― 370 2,745

(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22年６月30日現在)

該当ありません。

 

(4) 債券関連取引(平成22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)

金融商品
取引所

債券先物 283 ― ―

債券先物オプション ― ― ―

店頭
債券店頭オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

 合計 ――― ― ―

(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。

 

(5) 商品関連取引(平成22年６月30日現在)

該当ありません。

 

(6) クレジットデリバティブ取引(平成22年６月30日現在)

該当ありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 554.12 567.75

(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１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 百万円 221,915 226,672

純資産の部の合計額から
控除する金額

百万円 20,213 20,002

　うち少数株主持分 百万円 20,213 20,002

普通株式に係る期末の
純資産額

百万円 201,702 206,670

１株当たり純資産額の
算定に用いられた
期末の普通株式の数

千株 364,003 364,016

 

 

２　１株当たり四半期純利益金額等

  
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 円 5.06 6.62

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の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期純利益 百万円 1,845 2,410

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

百万円 1,845 2,410

普通株式の
期中平均株式数

千株 364,329 364,007

 

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。
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当行は、平成22年７月30日開催の取締役会において、株式会社岐阜銀行(以下「岐阜銀行」という)からの経営統合

の申し入れに対し、株式会社三菱東京UFJ銀行による岐阜銀行への資本支援を始めとする全面的な支援のもと、岐阜

銀行が公的資金の返済を実施することを前提として、当行による岐阜銀行の子会社化および将来的な合併に向けて

検討を開始することについて決議いたしました。その要旨は以下のとおりであります。

(1) 検討を開始する事項

・平成22年度中を目途に、岐阜銀行を株式交換の方法により当行の子会社とすること

・平成24年度中を目途に、当行と岐阜銀行が合併すること

(2) 目的

「地域金融システムの安定化」「地域経済活性化」「地域社会への貢献」「企業価値の持続的成長の実現」

「経営効率化」が図られるという観点から、検討を開始するものであります。

(3) その他

株式交換、合併に関しては関係当局の認可等を前提とするものであり、具体的な内容および時期については未

定であります。

 

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21年８月６日

株式会社十六銀行

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　トーマツ  

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　水　　上　　圭　　祐　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　　　　洋　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

 

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十

六銀行の平成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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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、株式会社十六銀行及び連結子会社の平成21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

 

 

 

 

 ※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。
 

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

28/29



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成22年８月５日

株式会社十六銀行

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　トーマツ  

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　水　　上　　圭　　祐　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　　　　洋　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

 

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十

六銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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、株式会社十六銀行及び連結子会社の平成22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。
 

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年７月30日開催の取締役会において、株式会社岐阜銀行の

子会社化及び将来的な合併に向けて検討を開始することについて決議した。
 

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
 

 ※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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