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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３四半期連結
累計期間

平成22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
会計期間

平成22年度
第３四半期連結
会計期間

平成21年度

 

(自平成21年
４月１日

至平成21年
12月31日)

(自平成22年
４月１日

至平成22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22年
10月１日

至平成22年
12月31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 84,168 84,578 28,614 28,280 112,477

経常利益 百万円 11,685 12,460 3,279 3,799 16,937

四半期純利益 百万円 6,267 6,204 1,689 1,671―――

当期純利益 百万円 ――― ――― ――― ――― 9,008

純資産額 百万円 ――― ――― 221,722258,938226,672

総資産額 百万円 ――― ――― 4,376,8635,309,0984,365,437

１株当たり純資産額 円 ――― ――― 555.28 555.91 567.75

１株当たり
四半期純利益金額

円 17.20 17.04 4.63 4.59 ―――

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 3.9 4.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 90,466 94,453――― ――― 129,280

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △93,332△50,801――― ――― △105,217

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 7,344 △2,567――― ――― 7,325

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 ――― ――― 105,660173,630132,570

従業員数 人 ――― ――― 3,070 3,746 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　平成22年度第３四半期連結累計(会計)期間において、平成22年12月22日付で株式会社岐阜銀行を株式交換により完全

子会社としたことに伴い、平成22年度第３四半期連結会計期間末をみなし取得日として同行及び同行の子会社３社を

連結の範囲に含め、貸借対照表のみを連結しております。

３　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。
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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」に基

づいて掲出しております。

　　また、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。

　　なお、第３四半期連結会計期間に係る金額等については、四半期レビューを受けておりません。

５　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、平成21年度第３四半期連結累計(会計)期間および平成21年度

については、潜在株式がないので記載しておりません。

　　また、平成22年度第３四半期連結累計(会計)期間については、希薄化効果を有している潜在株式がないので記載してお

りません。

６　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、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

 

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、新たに当行の関係会社となった会社は次のとおりであります。

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な
事業の内容

議決権の所有
割合(％)

当行との関係内容

役員の
兼任等
(人)

資金
援助

営業上の
取引

設備の
賃貸借

業務
提携

(連結子会社)
株式会社
岐阜銀行

岐阜県
岐阜市

25,000銀行業 100.00 3 ―
預金取引
業務受託

―
包括的
業務提携

(注) １　主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２　上記関係会社は、特定子会社であり、有価証券報告書の提出会社であります。

３　業務提携は、投資型商品の共同販売、行内メール共同運行、ATM入金提携等であります。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成22年12月31日現在

従業員数(人)
3,746
[1,153]

(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)1,175人及び出向者116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。

３　当第３四半期連結会計期間において、従業員数が619人、臨時従業員数が188人それぞれ増加しておりますが、主として

銀行業セグメントにおいて、株式交換により株式会社岐阜銀行を完全子会社としたことによるものであります。

 

(2) 当行の従業員数

平成22年12月31日現在

従業員数(人)
2,695
[832]

(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)846人及び出向者312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】

当第３四半期連結会計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。

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、当該事項は当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。

 

経営統合に関するリスク

当行は、平成22年９月28日に、株式会社岐阜銀行(以下「岐阜銀行」という。)および株式会社三菱東京UFJ銀行

(以下「三菱東京UFJ銀行」という。)との間で、当行および岐阜銀行による経営統合ならびに三菱東京UFJ銀行に

よる岐阜銀行に対する出資等について合意し、平成22年12月22日に、当行は株式交換により岐阜銀行を完全子会

社とし、三菱東京UFJ銀行は岐阜銀行が新規に発行した優先株式を第三者割当により引き受け、総額300億円の払

込みを完了しました。

今後、平成24年９月中下旬を目途に予定している当行と岐阜銀行との合併に向け、当行および三菱東京UFJ銀

行は相互に協力して岐阜銀行への経営支援を実施し、岐阜銀行の経営を効率化することにより統合シナジーを

高めることで企業価値の持続的成長を図るとともに、地域金融システムの安定化ひいては地域経済の活性化を

目指していく方針です。

しかしながら、以下の事項をはじめとする各種要因により、当初期待していた統合シナジーを発揮できず、結

果として当行グループの業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。

(1) 金融サービス・商品統一の遅れ、お客さまとの関係悪化、店舗統廃合・システム統合・効率的な人員再配置

の遅延を含む各種要因により、企図した事業計画および統合シナジーが達成できない可能性

(2) 事務・システムの統合にかかる不測の事態の発生により、システム障害が起こる可能性

(3) 金融サービス・商品、店舗、システムの統合等により、想定外の追加費用が発生する可能性
 

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３四半期連結会計期間のわが国経済は、エコカー補助金制度の終了に伴う政策効果の剥落に加え、欧米経
済の減速懸念、円高による影響等により、足踏み状態となりました。年末にかけ、米景気回復期待の高まりや株価
の回復、円高の一服感等により景気の停滞感は幾分和らいだものの雇用環境は依然厳しく、設備投資も低調なま
ま推移しました。
当行の主要な営業基盤である岐阜・愛知両県におきましても、国内需要の低迷や円高による競争条件の悪化
等により、厳しい状況を余儀なくされました。
当行におきましては、平成22年12月22日に株式会社岐阜銀行(以下「岐阜銀行」という。)を株式交換により完
全子会社とし、当第３四半期連結会計期間末より岐阜銀行及び同行の子会社３社を連結の範囲に含めておりま
す。
こうした状況のなかで、当第３四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、キャンペーン等の各種営業施策を通じ、低コストかつ長期安定的な資金の調達に努めま
した。当第３四半期連結会計期間末の預金残高は、岐阜銀行を子会社化したことを主因として、第２四半期連結
会計期間末比7,527億12百万円増加し４兆7,126億86百万円となりました。
貸出金につきましては、地元企業の資金需要に積極的にお応えするとともに、住宅ローンを中心とする個人向
け融資や地方公共団体向け融資の取扱いに努めました。当第３四半期連結会計期間末の貸出金残高は、岐阜銀行
を子会社化したことを主因として、第２四半期連結会計期間末比5,021億54百万円増加し３兆5,600億85百万円
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。当第３四半期連結会計期間末の有価証券残高は、岐阜銀行を子会社化したこと
を主因として、第２四半期連結会計期間末比1,991億73百万円増加し１兆2,677億80百万円となりました。
損益状況では、経常収益は、貸出金の利回り低下などにより資金運用収益が減少しましたほか、国債等債券売
却益が減少したことなどによりその他業務収益が減少しましたことなどから、前年同期比３億34百万円減少し
282億80百万円となりました。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
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したほか、与信関係費用が減少しましたことなどから、前年同期比８億55百万円減少し244億80百万円となりま
した。この結果、経常利益は前年同期比５億20百万円増加し37億99百万円、四半期純利益は前年同期比18百万円
減少し16億71百万円となりました。
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218億56百万円、経常費用は189億31百
万円、セグメント利益(経常利益)は29億24百万円となりました。また、リース業の経常収益は54億10百万円、経常
費用は49億57百万円、セグメント利益(経常利益)は４億52百万円となり、その他の経常収益は13億97百万円、経
常費用は９億75百万円、セグメント利益(経常利益)は４億22百万円となりました。
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。

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

 6/42



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前年同期比322百万円増加し15,094百万円、役務取引等収支は前
年同期比49百万円減少し2,369百万円、その他業務収支は前年同期比835百万円減少し635百万円となりました。
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284百万円増加し14,706百万円、役務取引等収支は
前年同期比51百万円減少し2,311百万円、その他業務収支は前年同期比815百万円減少し292百万円となりまし
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39百万円増加し388百万円、役務取引等収支は前年
同期比２百万円増加し57百万円、その他業務収支は前年同期比20百万円減少し343百万円となりました。

 

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 14,422 349 ― 14,772

当第３四半期連結会計期間 14,706 388 ― 15,094

　うち資金運用収益
前第３四半期連結会計期間 16,668 427 △12 17,083

当第３四半期連結会計期間 16,416 498 △12 16,902

　うち資金調達費用
前第３四半期連結会計期間 2,246 78 △12 2,311

当第３四半期連結会計期間 1,709 110 △12 1,807

役務取引等収支
前第３四半期連結会計期間 2,362 55 ― 2,418

当第３四半期連結会計期間 2,311 57 ― 2,369

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結会計期間 3,481 74 ― 3,555

当第３四半期連結会計期間 3,490 73 ― 3,564

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結会計期間 1,118 18 ― 1,137

当第３四半期連結会計期間 1,178 15 ― 1,194

その他業務収支
前第３四半期連結会計期間 1,107 363 ― 1,470

当第３四半期連結会計期間 292 343 ― 635

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結会計期間 6,134 363 ― 6,497

当第３四半期連結会計期間 5,803 368 ― 6,171

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結会計期間 5,026 ― ― 5,026

当第３四半期連結会計期間 5,510 25 ― 5,535

(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３四半期連結会計期間３百万円、当第３四半期連結会

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９百万円増加し3,490百万円となり、役務取引等

費用は前年同期比60百万円増加し1,178百万円となりました。

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１百万円減少し73百万円となり、役務取引等費用

は前年同期比３百万円減少し15百万円となりました。
 

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 3,481 74 ― 3,555

当第３四半期連結会計期間 3,490 73 ― 3,564

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結会計期間 351 ― ― 351

当第３四半期連結会計期間 372 ― ― 372

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 969 63 ― 1,032

当第３四半期連結会計期間 955 62 ― 1,017

　うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 463 ― ― 463

当第３四半期連結会計期間 392 ― ― 392

　うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 80 ― ― 80

当第３四半期連結会計期間 76 ― ― 76

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第３四半期連結会計期間 0 ― ― 0

当第３四半期連結会計期間 0 ― ― 0

　うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 242 11 ― 254

当第３四半期連結会計期間 252 11 ― 263

　うちクレジット
　カード業務

前第３四半期連結会計期間 497 ― ― 497

当第３四半期連結会計期間 526 ― ― 526

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 1,118 18 ― 1,137

当第３四半期連結会計期間 1,178 15 ― 1,194

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 203 17 ― 221

当第３四半期連結会計期間 201 15 ― 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３四半期連結会計期間 3,807,24830,851 ― 3,838,099

当第３四半期連結会計期間 4,676,92535,761 ― 4,712,686

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,880,318 ― ― 1,880,318

当第３四半期連結会計期間 2,127,360 ― ― 2,127,360

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,913,887 ― ― 1,913,887

当第３四半期連結会計期間 2,529,894 ― ― 2,529,894

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 13,042 30,851 ― 43,894

当第３四半期連結会計期間 19,670 35,761 ― 55,432

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 13,202 ― ― 13,202

当第３四半期連結会計期間 3,600 ― ― 3,600

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,820,45030,851 ― 3,851,302

当第３四半期連結会計期間 4,680,52535,761 ― 4,716,286

(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12月31日 平成22年12月31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) 3,024,846100.00 3,560,085100.00

製造業 603,614 19.95 665,662 18.70

農業、林業 5,778 0.19 5,420 0.15

漁業 217 0.01 230 0.01

鉱業、採石業、砂利採取業 3,141 0.10 4,235 0.12

建設業 167,497 5.54 179,090 5.03

電気・ガス・熱供給・水道業 22,280 0.74 23,661 0.66

情報通信業 18,867 0.62 24,544 0.69

運輸業、郵便業 73,147 2.42 97,037 2.73

卸売業、小売業 342,734 11.33 396,660 11.14

金融業、保険業 68,128 2.25 100,683 2.83

不動産業、物品賃貸業 406,032 13.42 496,295 13.94

学術研究、専門・技術サービス業 26,488 0.88 27,073 0.76

宿泊業 27,492 0.91 31,135 0.87

飲食業 25,999 0.86 30,004 0.84

生活関連サービス業、娯楽業 67,928 2.25 75,817 2.13

教育、学習支援業 6,210 0.21 6,342 0.18

医療・福祉 86,497 2.86 95,760 2.69

その他のサービス 30,096 0.99 40,971 1.15

地方公共団体 238,384 7.88 235,621 6.62

その他 804,315 26.59 1,023,83528.76

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 3,024,846―― 3,560,085――

(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３四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、債券貸借取引受入担保金が減少
しましたことなどから前年同期比484億86百万円減少し234億45百万円となりました。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減少しましたほか、子会社株式の取得などにより前年同期比
1,355億96百万円増加し728億54百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比
79百万円増加し△12億77百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、当第３四半
期連結会計期間中に950億18百万円増加し1,736億30百万円となりました。

 

(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(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。
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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設、増改築等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

土地 建物 動産
リース
資産 合計 従業

員数
(人)面積(㎡) 帳簿価額(百万円)

当行 ― 一宮支店
愛知県
一宮市

建替 店舗 1,164345 190 29 ― 565 42

(注) 完了年月は、平成22年11月であります。

 

当第３四半期連結会計期間中において、株式交換により完全子会社とした株式会社岐阜銀行の店舗等が新たに

当行グループの主要な設備となりました。当該設備の状況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
設備の
内容

土地 建物 動産
リース
資産

合計 従業
員数
(人)面積(㎡) 帳簿価額(百万円)

連結
子会社

株式会社
岐阜銀行

本店
他22支店、
10出張所

岐阜県
店舗・
事務所

31,143
(9,524)

1,173 68 8 ― 1,250387

名古屋支店
他13支店

愛知県 店舗
11,064
(4,148)

627 293 34 365 1,322174

桑名支店 三重県 店舗 561 46 20 2 ― 69 8

東京支店 東京都 店舗 ― ― ― ― ― ― 5

事務
センター
他２か所

岐阜県
愛知県

事務
セ ン
ター

2,377 95 ― ― ― 95 14

高山寮
他４か所

岐阜県
愛知県

社宅・寮
6,865
(5,989)

52 ― ― ― 52 ―

その他 岐阜県 その他
2,334
(571)

70 0 ― ― 70 ―

(注) 土地の面積欄の(　)内は、借地の面積(うち書き)であります。

 

２ 設備の新設、除却等の計画

当第３四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、増改築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

投資予定金額
資金調達
方法

着手年月 完了予定年月総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

当行 ― 北方支店
岐阜県
本巣郡
北方町

新築
移転

店舗 169 56自己資金 平成22年12月平成23年４月

(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
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当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却等の計画は以下のとおりであります。

なお、当該計画は、平成24年９月中下旬を目途に行う予定の当行を吸収合併存続会社、株式会社岐阜銀行を吸収

合併消滅会社とする吸収合併時に、両行間で営業エリアが重複する店舗その他設備の統廃合等を予定しており、こ

れに伴うものであります。

(1) 移転に伴う売却・除却

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３四半期末
帳簿価額(百万円）

予定時期

当行 ―

黒野支店
岐阜県
岐阜市

売却
除却

店舗 33 平成24年９月以降

各務原支店
岐阜県
各務原市

売却
除却

店舗 71 平成24年９月以降

揖斐川支店
岐阜県
揖斐郡
揖斐川町

売却
除却

店舗 12 平成24年９月以降

(注) 上記店舗については、株式会社岐阜銀行の既存の店舗への移転を計画しております。

 

(2) 統廃合等に伴う売却・除却

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３四半期末
帳簿価額(百万円）

予定時期

連結
子会社

株式会社
岐阜銀行

その他 岐阜県 売却 土地 70 平成23年１月以降

本店
他19支店、
９出張所

岐阜県
売却
除却

店舗・事務所 1,032平成24年９月以降

平田支店
他５支店

愛知県
売却
除却

店舗 387平成24年９月以降

事務
センター他

岐阜県
愛知県

売却
除却

事務センター他 148平成24年９月以降
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２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 379,241,348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 379,241,348同左 ――― ―――

(注)　平成22年12月22日付の株式会社岐阜銀行との株式交換により、発行済株式総数が12,385,899株増加しております。

 

(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12月22日 12,385 379,241 ― 36,839,1022,450,32127,817,141

(注)　株式会社岐阜銀行との株式交換により、発行済株式総数が12,385,899株、資本準備金が2,450,321千円それぞれ増加して

おります。

交換比率：岐阜銀行の普通株式１株につき、当行の普通株式0.089株
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(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。

 

(7) 【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22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22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)
(自己保有株式)
普通株式

2,853,000
――― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

360,565,000
360,565同上

単元未満株式
普通株式

3,437,449
――― ―

発行済株式総数 366,855,449――― ―――

総株主の議決権 ――― 360,565 ―――

(注) １　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　平成22年12月31日現在の発行済株式総数は、平成22年12月22日付の株式会社岐阜銀行との株式交換により、

379,241,348株となっております。また、本株式交換の割当株式に自己株式2,500,000株を充当しております。

３　本株式交換により相互保有株式は5,092,710株となっております。
 

② 【自己株式等】

平成22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(％)

(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

2,853,000 ― 2,853,0000.77

計 ――― 2,853,000 ― 2,853,0000.77

(注)　平成22年12月22日付の株式会社岐阜銀行との株式交換の割当株式に自己株式2,500,000株を充当しております。また、株

式会社岐阜銀行(岐阜市宇佐南１丁目７番１号)は、相互保有株式を所有しており、平成22年12月31日現在の所有株式数は

5,092,710株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.34％)であります。
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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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 383 355 335 331 299 291 289 266 270

最低(円) 352 315 308 295 272 275 227 236 243

 (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の役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当ありません。

(2) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 山田　英治 平成22年11月１日

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 取締役大垣支店長 山田　英治 平成22年10月29日
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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３四半期連結会計期間(自平成21年10月１日　至平成21年12月31日)及び前第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22年10月１日　至平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日　至平

成22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、「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３四半期連結会計期間(自平成21年10月１日　至

平成21年12月31日)及び前第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

財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(自平成22年10月１日　至平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自平成22年４月１日　至平成22年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

現金預け金 ※2
 179,122 133,951

コールローン及び買入手形 65,000 75,000

買入金銭債権 92 －

商品有価証券 1,517 1,685

金銭の信託 10,508 6,000

有価証券 ※2, ※4
 1,267,780

※2, ※4
 972,046

貸出金 ※1, ※2
 3,560,085

※1
 3,008,805

外国為替 4,376 3,057

リース債権及びリース投資資産 ※1, ※2
 41,895

※1, ※2
 43,758

その他資産 ※1, ※2
 102,929

※1, ※2
 55,944

有形固定資産 ※3
 69,239

※3
 66,856

無形固定資産 11,990 8,011

繰延税金資産 15,607 16,446

支払承諾見返 32,311 25,614

貸倒引当金 △53,359 △51,741

資産の部合計 5,309,098 4,365,437

負債の部

預金 4,712,686 3,889,449

譲渡性預金 3,600 7,800

コールマネー及び売渡手形 2,118 6,512

債券貸借取引受入担保金 59,969 47,498

借用金 65,613 54,531

外国為替 459 650

社債 33,000 30,000

その他負債 118,541 55,222

賞与引当金 109 1,541

役員賞与引当金 － 62

退職給付引当金 9,383 7,654

役員退職慰労引当金 330 334

睡眠預金払戻損失引当金 400 369

偶発損失引当金 1,582 1,393

繰延税金負債 9 10

再評価に係る繰延税金負債 10,043 10,115

支払承諾 32,311 25,614

負債の部合計 5,050,159 4,138,764
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

資本金 36,839 36,839

資本剰余金 27,826 25,357

利益剰余金 115,726 112,137

自己株式 △1,529 △1,381

株主資本合計 178,862 172,953

その他有価証券評価差額金 16,376 21,234

土地再評価差額金 12,551 12,483

評価・換算差額等合計 28,928 33,717

少数株主持分 51,147 20,002

純資産の部合計 258,938 226,672

負債及び純資産の部合計 5,309,098 4,365,437
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

経常収益 84,168 84,578

資金運用収益 51,951 50,812

（うち貸出金利息） 42,763 40,545

（うち有価証券利息配当金） 9,003 10,086

役務取引等収益 10,609 10,855

その他業務収益 18,080 19,386

その他経常収益 ※1
 3,527

※1
 3,524

経常費用 72,483 72,117

資金調達費用 7,390 5,871

（うち預金利息） 6,219 4,715

役務取引等費用 3,445 3,566

その他業務費用 14,372 15,693

営業経費 39,718 40,836

その他経常費用 ※2
 7,556

※2
 6,150

経常利益 11,685 12,460

特別利益 5 16

固定資産処分益 － 0

償却債権取立益 5 16

特別損失 556 862

固定資産処分損 92 96

減損損失 464 569

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 97

段階取得に係る差損 － 98

税金等調整前四半期純利益 11,133 11,614

法人税、住民税及び事業税 642 724

法人税等調整額 3,605 3,716

法人税等合計 4,248 4,441

少数株主損益調整前四半期純利益 7,173

少数株主利益 618 968

四半期純利益 6,267 6,204
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 11,133 11,614

減価償却費 3,980 4,083

減損損失 464 569

貸倒引当金の増減（△） △6,585 △2,145

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） 257 656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △145 △4

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 39 △0

偶発損失引当金の増減（△） △44 △12

資金運用収益 △51,951 △50,812

資金調達費用 7,390 5,871

有価証券関係損益（△） △1,496 △36

金融派生商品未実現損益（△） 53 94

その他金融商品の償却 0 －

為替差損益（△は益） 8 23

固定資産処分損益（△は益） 92 96

段階取得に係る差損益（△は益） － 98

商品有価証券の純増（△）減 △724 194

金銭の信託の純増（△）減 △5,984 111

貸出金の純増（△）減 15,552 △68,331

預金の純増減（△） 104,895 121,276

譲渡性預金の純増減（△） △5,024 △4,200

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △926 332

コールローン等の純増（△）減 △105,000 10,000

コールマネー等の純増減（△） △17,693 △4,394

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 91,658 9,736

外国為替（資産）の純増（△）減 1,450 △404

外国為替（負債）の純増減（△） 8 △199

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 1,587 1,859

資金運用による収入 51,362 50,922

資金調達による支出 △6,084 △4,532

その他 △528 14,353

小計 86,257 95,218

法人税等の支払額 △1,457 △1,038

法人税等の還付額 5,667 272

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,466 94,453
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(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31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 △306,812 △276,876

有価証券の売却による収入 138,012 104,677

有価証券の償還による収入 79,354 50,558

有形固定資産の取得による支出 △2,104 △2,077

無形固定資産の取得による支出 △1,861 △1,069

有形固定資産の売却による収入 89 58

無形固定資産の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 73,947

その他の支出 △11 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,332 △50,801

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 10,000 －

自己株式の取得による支出 △100 △12

自己株式の売却による収入 6 3

配当金の支払額 △2,550 △2,548

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 7,344 △2,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,470 41,060

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
 105,660

※1
 173,630
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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22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

当第３四半期連結会計期間から、平成22年12月22日付の株式交換

により完全子会社とした株式会社岐阜銀行及び同行の子会社３社

を連結の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

11社

２　会計処理基準に関する事項の変更 (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

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３百万円、税金等調整前四半期純利益は

100百万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。

 (2) 企業結合に関する会計基準等の適用

当第３四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」

(企業会計基準第21号平成20年12月26日)、「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)及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計

基準適用指針第10号平成20年12月26日)を適用しております。

 

【表示方法の変更】
 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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３四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３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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、主として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、主として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22年12月31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 9,794百万円

延滞債権額 113,665百万円

３ヵ月以上延滞債権額 413百万円

貸出条件緩和債権額 14,607百万円

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 180,972百万円

貸出金 5,500百万円

リース債権及び
リース投資資産

6,289百万円

その他資産 28百万円

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、現金預

け金3,000百万円、有価証券102,112百万円及びその

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2,385百万円であ

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

71,588百万円

※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49,117百万円であります。

※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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

※１　その他経常収益には、株式等売却益1,804百万円を

含んでおります。

※１　その他経常収益には、株式等売却益1,612百万円を

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5,413百万

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2,779百万

円及び株式等償却1,664百万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21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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12月31日現在

現金預け金勘定 107,203

日銀預け金以外の預け金 △1,542

現金及び現金同等物 105,660
　

※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12月31日現在

現金預け金勘定 179,122

日銀預け金以外の預け金 △5,491

現金及び現金同等物 173,630
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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 379,241

合計 379,241

自己株式  

　普通株式 5,458

合計 5,458

 

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

平成22年11月12日
取締役会

普通株式 1,274 3.50平成22年９月30日平成22年12月10日利益剰余金

 

(2) 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

該当ありません。

 

４　株主資本の金額の著しい変動

当行は、平成22年12月22日付で株式会社岐阜銀行を完全子会社とする株式交換を行い、割当株式に自己株式

2,500千株を充当しました。また、株式会社岐阜銀行は当行株式(自己株式)5,092千株を所有しております。

これらを主因として、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が2,468百万円、自己株式が148百万円

それぞれ増加し、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が27,826百万円、自己株式が1,529百万円となって

おります。
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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
(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

64,917 15,888 3,362 84,168 ― 84,168

(2) セグメント間の内部
　　経常収益

424 208 719 1,353 (1,353) ―

計 65,341 16,097 4,082 85,522 (1,353)84,168

経常利益 10,521 578 598 11,698 (12) 11,685

(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)

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)

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11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。また、当行は平成22年12月22日付の株

式交換により株式会社岐阜銀行及び同行の子会社３社(以下「岐阜銀行グループ」という。)を連結子会社と

しておりますが、岐阜銀行グループは、銀行業務を中心にグループ一体として経営の構成単位を形成している

ことから、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、十六ビジネスサービス株式会社、および岐阜銀行グループで構成されており、当行およ

び岐阜銀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、金融等デリバティブ取引業務、附帯業務等を営み、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、利益又は損失、資産の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31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
財務諸表
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

64,99516,14781,1433,43584,578 ― 84,578

　セグメント間の内部
　経常収益

376 205 582 643 1,225△1,225 ―

計 65,37216,35381,7254,07885,804△1,22584,578

セグメント利益 10,662 944 11,606 858 12,465 △4 12,460

セグメント資産 5,262,73257,9165,320,64831,9955,352,643△43,5455,309,098

(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　調整額は、主に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。

５　当行は当第３四半期連結会計期間末をみなし取得日として、株式会社岐阜銀行を株式交換により完全子会社としまし

た。この影響等により、「銀行業」セグメントにおいて、セグメント資産が前連結会計年度末比947,578百万円増加して

おります。
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３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「銀行業」セグメントにおいて、株式交換による企業結合に伴い、当第３四半期連結会計期間末にのれん

4,893百万円が発生しております。なお、詳細は「(企業結合等関係)」に記載しております。

 

(追加情報)

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。

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

27/42



(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日現在)

 科目
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)

 現金預け金 179,122 179,204 82

 コールローン及び買入手形 65,000 65,000 ―

 商品有価証券    

 売買目的有価証券 1,517 1,517 ―

 金銭の信託 10,508 10,508 ―

 有価証券    

 満期保有目的の債券 49,393 49,472 79

 その他有価証券 1,203,571 1,203,571 ―

 貸出金 3,560,085   

 貸倒引当金(＊１) △48,831   

  3,511,254 3,550,842 39,587

 資産計 5,020,367 5,060,116 39,748

 預金 4,712,686 4,719,202 6,515

 譲渡性預金 3,600 3,600 ―

 債券貸借取引受入担保金 59,969 59,969 ―

 借用金 65,613 65,284 △328

 負債計 4,841,869 4,848,057 6,187

 デリバティブ取引(＊２)    

 ヘッジ会計が適用されていないもの 655 655 ―

 デリバティブ取引計 655 655 ―

(＊１)　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(＊２)　その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

　なお、金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である預金の時価に含めて記載し

ております。

 

(注) １　現金預け金の時価の算定方法

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。満期のある預け金については、変動金利によるもの又は約定期間が短期間(１年以内)のものであ

り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。なお、デリバティブの

組み込まれた預け金については、取引金融機関から提示されたデリバティブの時価評価額を反映したもの

を時価としております。
 

２　コールローン及び買入手形の時価の算定方法

コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。
 

３　商品有価証券の時価の算定方法

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所等の価格又は取引金融機

関から提示された価格によっております。
 

４　金銭の信託の時価の算定方法

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

については、株式は取引所の価格、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によって

おります。

また、貸出債権証券化に伴い現金準備金として信託しているものについては、信託財産は普通預け金で

あることから、当該帳簿価額を時価としております。

なお、満期保有目的の金銭の信託およびその他の金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信

託関係)」に記載しております。
 

５　有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

投資信託は、公表されている基準価格によっております。
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自行保証付私募債は、当該私募債の発行体の信用リスクを反映した将来キャッシュ・フローを見積もり、

リスク・フリー・レートに一定の管理コストを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。ただ

し、発行体の債務者区分が破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の自行保証付私募債については、担保及び保

証による回収見込額等に基づいて時価を算定しております。

なお、満期保有目的の債券で時価のあるものおよびその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項

については「(有価証券関係)」に記載しております。
 

６　貸出金の時価の算定方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大

きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、信用リスクを反映した将来

キャッシュ・フローを見積もり、リスク・フリー・レートに一定の管理コストを加味した利率で割り引い

て時価を算定しております。ただし、固定金利によるもののうち、住宅ローン等の一部の消費者ローンにつ

いては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想

定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現

在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連

結会計期間末における四半期連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものに

ついては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳

簿価額を時価としております。
 

７　預金及び譲渡性預金の時価の算定方法

要求払預金については、四半期連結会計期間末に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなして

おります。また、定期預金の時価は、商品及び期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを、新規

に預金を受け入れる際に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(１

年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
 

８　債券貸借取引受入担保金の時価の算定方法

債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。
 

９　借用金の時価の算定方法

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状

態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿

価額を時価としております。固定金利によるものは、借用金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の

合計額を当行及び連結子会社の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、

約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。
 

10　デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
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(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末

※　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)

債券 49,393 49,472 79

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 49,393 49,472 79

その他 ― ― ―

合計 49,393 49,472 79

 

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成22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)

差額(百万円)

株式 79,267 95,698 16,430

債券 957,343 971,563 14,220

　国債 535,605 541,620 6,014

　地方債 212,186 217,235 5,048

　短期社債 ― ― ―

　社債 209,550 212,708 3,157

その他 140,793 136,309 △4,483

合計 1,177,404 1,203,571 26,167

(注)　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、2,249百万円(株式1,452百万円、社債51百万円、その他745百万円)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３四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。

 

(金銭の信託関係)

当第３四半期連結会計期間末

１　満期保有目的の金銭の信託(平成22年12月31日現在)

該当ありません。

２　その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成22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)

差額(百万円)

その他の金銭の信託 4,620 4,620 ―
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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

(1) 金利関連取引(平成22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)

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 8,599 33 33

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

 合計 ――― 33 33

(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22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)

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 189,483 335 335

為替予約 35,341 207 207

通貨オプション 353,207 △0 2,145

その他 2,649 77 77

 合計 ――― 621 2,767

(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12月31日現在)

該当ありません。

 

(4) 債券関連取引(平成22年12月31日現在)

該当ありません。

 

(5) 商品関連取引(平成22年12月31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12月31日現在)

該当ありません。
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(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

取得による企業結合

１　被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠
 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社岐阜銀行

事業の内容 銀行業
 

(2) 企業結合を行った主な理由

当行、株式会社岐阜銀行(以下「岐阜銀行」という。)および株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「三菱東京

UFJ銀行」という。)は、岐阜銀行が当行に対して経営統合の申し入れを行い、かつ三菱東京UFJ銀行に対して

資本支援を要請したことを契機として協議を開始し、平成22年９月28日、当行は岐阜銀行との経営統合を、

三菱東京UFJ銀行は岐阜銀行に対する資本支援を、ならびに当行および三菱東京UFJ銀行は相互に協力して

岐阜銀行に対する経営支援を実施することに合意し、同日付で、経営統合合意書を締結いたしました。株式

交換は、この経営統合合意書に基づく経営統合の一環として行いましたが、これにより、当行は、岐阜銀行の

経営を効率化し、その企業価値の持続的成長を図るとともに、地域金融システムの安定化ひいては地域経済

の活性化を目指します。

また、当行および岐阜銀行は、平成24年９月中下旬を目途として、当行を吸収合併存続会社、岐阜銀行を吸

収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定であります。
 

(3) 企業結合日

平成22年12月22日
 

(4) 企業結合の法的形式

当行を株式交換完全親会社、岐阜銀行を株式交換完全子会社とする株式交換
 

(5) 結合後企業の名称

名称に変更はありません。
 

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 1.61％

企業結合日に追加取得した議決権比率 98.38％

取得後の議決権比率 100.00％
 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当行が株式を交付する企業であることおよび株式交換前の当行株主が結合後企業の議決権比率のうち最

も大きい割合を占めることから、当行を取得企業と決定いたしました。

 

２　四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の

期間

平成22年12月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しております。
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３　被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 企業結合直前に保有していた岐阜銀行の株式の取得原価 5,063百万円

 企業結合日に交付した当行の普通株式の時価 3,870百万円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 158百万円

取得原価  9,092百万円

 

４　株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
 

(1) 株式の種類別の交換比率

会社名
株式会社十六銀行
(株式交換完全親会社)

株式会社岐阜銀行
(株式交換完全子会社)

株式交換に係る割当の内容 1 0.089

 

①　普通株式

岐阜銀行の普通株式１株につき、0.089株の当行の普通株式を割当交付いたしました。但し、当行が保有

する岐阜銀行の普通株式については、本株式交換による株式の割当ては行っておりません。
 

②　第一回第１種優先株式

岐阜銀行の第一回第１種優先株式については、本株式交換の効力発生日までに、岐阜銀行がその全てを

取得および消却しております。
 

③　第一回第４種優先株式

岐阜銀行の第一回第４種優先株式については、当行が全株式を保有しているため、本株式交換による株

式の割当ては行っておりません。
 

(2) 交換比率の算定方法

本株式交換の株式交換比率については、その算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、各行がそれ

ぞれ別個に、両行から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、当行はみずほ証

券株式会社および野村證券株式会社を、岐阜銀行はフロンティア・マネジメント株式会社をそれぞれの第

三者算定機関として選定いたしました。当行および岐阜銀行は、当該第三者算定機関からの算定結果を慎重

に検討した結果、これらの算定結果が公正かつ妥当に両行の評価を反映しているものと認識し、当該算定結

果を総合的に勘案のうえ株式交換比率を決定いたしました。
 

(3) 交付した株式数

普通株式　14,885,899株

 

５　被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損　98百万円

 

６　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
 

(1) 発生したのれんの金額

4,893百万円
 

(2) 発生原因

企業結合日の時価純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。
 

(3) 償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却
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７　企業結合が当連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結

損益計算書に及ぼす影響の概算額

経常収益 11,420百万円

経常利益 △3,841百万円

四半期純利益 △12,672百万円

(注)　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。

概算額は、企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された経常収益及び損益情

報と取得企業の四半期連結損益計算書における経常収益及び損益情報との差額であります。

また、被取得企業である岐阜銀行においては、当行との経営統合を前提に財務基盤をより強固なものに

するため、厳格な資産査定を実施したほか、固定資産の減損損失等の統合関連費用を前倒し処理したこと

から、四半期純損失を計上しております。

なお、影響の概算額については四半期レビューを受けておりません。
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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22年12月31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 555.91 567.75

(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３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31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 258,938 226,672

純資産の部の合計額から
控除する金額

百万円 51,147 20,002

　うち少数株主持分 百万円 51,147 20,002

普通株式に係る期末の
純資産額

百万円 207,790 206,670

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 373,783 364,016

 

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21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 17.20 17.04

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 ― ―

(注) １　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、前第３四半期連結累計期間は、潜在株式がないので記載し

ておりません。また、当第３四半期連結累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式がないので記載しておりません。

２　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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

   

四半期純利益 百万円 6,267 6,204

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 6,267 6,204

普通株式の
期中平均株式数

千株 364,305 364,038

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算
定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から
重要な変動があったものの
概要

 ―――――

株式会社岐阜銀行
第一回第４種優先株式
5,000千株
 
株式会社岐阜銀行
第一回第５種優先株式
30,000千株

 

(重要な後発事象)

該当ありません。
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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21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

経常収益 28,614 28,280

　資金運用収益 17,083 16,902

　　 (うち貸出金利息) 14,034 13,390

　　 (うち有価証券利息配当金) 2,993 3,458

　役務取引等収益 3,555 3,564

　その他業務収益 6,497 6,171

　その他経常収益  1,477※1 1,643

経常費用 25,335 24,480

　資金調達費用 2,314 1,809

　　 (うち預金利息) 1,897 1,430

　役務取引等費用 1,137 1,194

　その他業務費用 5,026 5,535

　営業経費 13,384 13,581

　その他経常費用 ※2 3,472※2 2,359

経常利益 3,279 3,799

特別利益 2 15

　償却債権取立益 2 15

特別損失 55 515

　固定資産処分損 35 24

　減損損失 19 393

　段階取得に係る差損 ― 98

税金等調整前四半期純利益 3,227 3,299

法人税、住民税及び事業税 241 334

法人税等調整額 1,182 813

法人税等合計 1,423 1,148

少数株主損益調整前四半期純利益  2,151

少数株主利益 114 479

四半期純利益 1,689 1,671

 

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

――――― ※１　その他経常収益には、株式等売

却益1,126百万円を含んでおりま

す。

※２　その他経常費用には、貸倒引当

金繰入額2,672百万円を含んでお

ります。

※２　その他経常費用には、貸倒引当

金繰入額1,670百万円を含んでお

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
(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

22,185 5,316 1,112 28,614 ― 28,614

(2) セグメント間の内部
　　経常収益

123 67 230 420 (420) ―

計 22,308 5,383 1,342 29,034 (420) 28,614

経常利益 3,058 97 120 3,276 2 3,279

(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)

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)

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３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31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

21,7395,34327,0821,19828,280 ― 28,280

　セグメント間の内部
　経常収益

117 66 183 199 383 △383 ―

計 21,8565,41027,2661,39728,664△383 28,280

セグメント利益 2,924 452 3,377 422 3,799 0 3,799

(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。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「銀行業」セグメントにおいて、株式交換による企業結合に伴い、当第３四半期連結会計期間末にのれん

4,893百万円が発生しております。なお、詳細は「１　四半期連結財務諸表」中「(企業結合等関係)」に記載して

おります。
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③　１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21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 4.63 4.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 ― ―

(注) １　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、前第３四半期連結会計期間は、潜在株式がないので記載し

ておりません。また、当第３四半期連結会計期間は、希薄化効果を有している潜在株式がないので記載しておりません。

２　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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

   

四半期純利益 百万円 1,689 1,671

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 1,689 1,671

普通株式の
期中平均株式数

千株 364,271 364,105

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算
定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から
重要な変動があったものの
概要

 ―――――

株式会社岐阜銀行
第一回第４種優先株式
5,000千株
 
株式会社岐阜銀行
第一回第５種優先株式
30,000千株

 

(2) その他

中間配当

平成22年11月12日開催の取締役会において、第236期の中間配当につき次のとおり決議し、配当を行っており

ます。

① 中間配当による配当金の総額 1,274百万円

② １株当たりの金額 ３円50銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成22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。
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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３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、株式会社十六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

 

 ※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23年２月４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３四半期連結会計期間(平成22年10月１

日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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、株式会社十六銀行及び連結子会社の平成22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

 

 ※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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