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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23年度第１四半期
連結累計期間

平成24年度第１四半期
連結累計期間

平成23年度

　
(自平成23年４月１日
至平成23年６月30日)

(自平成24年４月１日
至平成24年６月30日)

(自平成23年４月１日
至平成24年３月31日)

経常収益 百万円 31,219 30,893 128,254

経常利益 百万円 3,562 3,461 23,620

四半期純利益 百万円 3,373 3,669 ―――

当期純利益 百万円 ――― ――― 11,941

四半期包括利益 百万円 8,000 1,816 ―――

包括利益 百万円 ――― ――― 27,094

純資産額 百万円 265,066 273,345 282,843

総資産額 百万円 5,366,081 5,490,998 5,488,038

１株当たり
四半期純利益金額

円 9.02 9.81 ―――

１株当たり
当期純利益金額

円 ――― ――― 31.94

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益金額

円 6.85 9.55 ―――

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

円 ――― ――― 25.87

自己資本比率 ％ 3.9 4.1 4.1

(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４　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　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。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当行は、当行株主総会および種類株主総会での承認ならびに法令に定められた必要な関係官庁の認可等

を得ることを条件に、平成24年９月18日を合併効力発生日として、当行の連結子会社である株式会社岐阜銀

行(以下「岐阜銀行」という。)を吸収合併することを企図し、平成24年４月27日付で、当行取締役会での承

認を経て、当行、岐阜銀行および岐阜銀行が発行する第５種優先株式に係る株主である株式会社三菱東京

UFJ銀行の三者間で合併条件に関する合意書(以下「本合意書」という。)を締結いたしました。その後、本合

意書における合意内容を踏まえ、当行と岐阜銀行との間で合併契約の締結に向け調整を行い、平成24年５月

14日開催の取締役会の承認を経て、同日付で、岐阜銀行との間で合併契約(以下「本合併契約」という。)を

締結いたしました。また、本合併契約は、平成24年６月22日開催の定時株主総会および普通株主による種類

株主総会において、それぞれ承認可決されました。

概要は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「追加情報」を参照してください。
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３ 【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、当四半期連結会計期間の末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１四半期連結累計期間のわが国経済は、震災復興需要、エコカー補助金復活などによる国内需要の

増加から、回復過程をたどりましたが、スペインやギリシャなど欧州債務危機に伴う世界経済の低迷や円

高、株安から、先行きへの不安が広がりました。

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、主要産業である自動車関連での生産が

増加しましたが、今後については、円高や世界経済低迷に伴う輸出への影響が懸念されます。

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

預金等(譲渡性預金を含む)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等残高は、前連結会計年度末比578億36百万円増加し４兆9,472億59百万円とな

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166億14百万円減少し３兆7,055億30百万円となりました。

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711億98百万円減少し１兆3,875億63百万円となりました。
損益状況では、銀行業におきましては、経常収益は、国債等債券売却益が増加したものの、貸出金利息お
よび有価証券利息配当金が減少したことなどから、前年同期比３億60百万円減少し246億６百万円となり
ました。経常費用は、預金利息が減少したことなどから、前年同期比66百万円減少し220億55百万円となり
ました。この結果、セグメント利益(経常利益)は前年同期比２億95百万円減少し25億50百万円となりまし
た。
リース業におきましては、経常収益は前年同期比３百万円増加し53億17百万円、経常費用は前年同期比
12百万円増加し49億68百万円となり、セグメント利益(経常利益)は前年同期比９百万円減少し３億49百
万円となりました。
クレジットカード業、信用保証業等のその他におきましては、経常収益は前年同期比１億９百万円減少
し13億11百万円、経常費用は前年同期比３億３百万円減少し７億38百万円となり、セグメント利益(経常
利益)は前年同期比１億95百万円増加し５億73百万円となりました。
この結果、グループ全体での当第１四半期連結累計期間の経常収益は前年同期比３億26百万円減少し
308億93百万円、経常費用は前年同期比２億25百万円減少し274億32百万円となり、経常利益は前年同期比
１億１百万円減少し34億61百万円となりましたものの、四半期純利益は負ののれん発生益の計上により
特別利益が増加したことなどから、前年同期比２億96百万円増加し36億69百万円となりました。
今後におきましても、「第12次中期経営計画～輝かしい明日へのテイクオフ～」(平成23年４月～平成
26年３月)の施策に基づき、株式会社岐阜銀行との統合効果の早期発現・最大化をはかり、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１四半期連結累計期間の資金運用収支は前年同期比513百万円減少し17,161百万円、役務取引等収
支は前年同期比８百万円減少し2,431百万円、その他業務収支は前年同期比162百万円増加し1,573百万円
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301百万円減少し16,726百万円、役務取引等
収支は前年同期比３百万円減少し2,373百万円、その他業務収支は前年同期比16百万円増加し1,014百万
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211百万円減少し435百万円、役務取引等収支
は前年同期比５百万円減少し57百万円、その他業務収支は前年同期比147百万円増加し559百万円となり
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１四半期連結累計期間 17,027 646 ― 17,674

当第１四半期連結累計期間 16,726 435 ― 17,161

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 19,180 759 △31 19,909

当第１四半期連結累計期間 18,305 527 △12 18,820

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 2,152 112 △31 2,234

当第１四半期連結累計期間 1,579 92 △12 1,659

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 2,376 62 ― 2,439

当第１四半期連結累計期間 2,373 57 ― 2,431

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結累計期間 3,798 82 ― 3,880

当第１四半期連結累計期間 3,772 74 ― 3,847

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結累計期間 1,421 19 ― 1,440

当第１四半期連結累計期間 1,399 17 ― 1,416

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 998 412 ― 1,411

当第１四半期連結累計期間 1,014 559 ― 1,573

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結累計期間 5,769 416 ― 6,185

当第１四半期連結累計期間 6,090 565 △10 6,645

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結累計期間 4,770 4 ― 4,774

当第１四半期連結累計期間 5,076 6 △10 5,072

(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等であります。

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１四半期連結累計期間５百万円、当第１四半期

連結累計期間３百万円)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26百万円減少し3,772百万円となり、役務

取引等費用は前年同期比22百万円減少し1,399百万円となりました。

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８百万円減少し74百万円となり、役務取引

等費用は前年同期比２百万円減少し17百万円となりました。
　

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１四半期連結累計期間 3,798 82 ― 3,880

当第１四半期連結累計期間 3,772 74 ― 3,847

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結累計期間 416 ― ― 416

当第１四半期連結累計期間 454 ― ― 454

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 1,022 68 ― 1,091

当第１四半期連結累計期間 1,017 63 ― 1,080

　うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 514 ― ― 514

当第１四半期連結累計期間 376 ― ― 376

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 118 ― ― 118

当第１四半期連結累計期間 117 ― ― 117

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 20 ― ― 20

当第１四半期連結累計期間 2 ― ― 2

　うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 288 13 ― 301

当第１四半期連結累計期間 287 11 ― 298

　うちクレジット
　カード業務

前第１四半期連結累計期間 523 ― ― 523

当第１四半期連結累計期間 542 ― ― 542

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,421 19 ― 1,440

当第１四半期連結累計期間 1,399 17 ― 1,416

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 216 19 ― 235

当第１四半期連結累計期間 218 16 ― 235

(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 4,792,54038,839 ― 4,831,380

当第１四半期連結会計期間 4,884,15136,759 ― 4,920,911

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 2,181,660 ― ― 2,181,660

当第１四半期連結会計期間 2,333,196 ― ― 2,333,196

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 2,565,248 ― ― 2,565,248

当第１四半期連結会計期間 2,527,284 ― ― 2,527,284

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 45,632 38,839 ― 84,471

当第１四半期連結会計期間 23,670 36,759 ― 60,430

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 15,653 ― ― 15,653

当第１四半期連結会計期間 26,348 ― ― 26,348

総合計
前第１四半期連結会計期間 4,808,19338,839 ― 4,847,033

当第１四半期連結会計期間 4,910,49936,759 ― 4,947,259

(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
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

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) 3,522,804100.00 3,705,530100.00

製造業 657,670 18.67 697,742 18.83

農業、林業 5,574 0.16 5,826 0.16

漁業 205 0.01 200 0.01

鉱業、採石業、砂利採取業 4,042 0.12 4,520 0.12

建設業 161,896 4.60 164,601 4.44

電気・ガス・熱供給・水道業 33,978 0.96 42,187 1.14

情報通信業 24,074 0.68 24,508 0.66

運輸業、郵便業 94,469 2.68 112,747 3.04

卸売業、小売業 380,448 10.80 404,173 10.91

金融業、保険業 100,673 2.86 131,046 3.54

不動産業、物品賃貸業 496,097 14.08 495,781 13.38

学術研究、専門・技術サービス業 24,809 0.70 23,203 0.63

宿泊業 30,877 0.88 28,782 0.78

飲食業 27,908 0.79 26,818 0.72

生活関連サービス業、娯楽業 70,594 2.00 67,689 1.83

教育、学習支援業 6,730 0.19 8,208 0.22

医療・福祉 94,578 2.69 97,611 2.63

その他のサービス 37,473 1.06 36,386 0.98

地方公共団体 234,305 6.65 271,308 7.32

その他 1,036,39429.42 1,062,18428.66

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 3,522,804―― 3,705,530――

(注)　「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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。
　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
　

(4) 主要な設備

新設、売却等について、当第１四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりでありま

す。
　

会社名
店舗名
その他

所在地 区分
セグメント
の名称

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 星が丘支店
愛知県
名古屋市
千種区

新設 銀行業 店舗 ― ― 23 43 ― 66 17

(注)　星が丘支店の完了年月は、平成24年４月であります。

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

 8/31



第３ 【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 440,000,000

第１種優先株式 20,000,000

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24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24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 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 ――― ―――

　

(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24年４月１日～
平成24年６月30日

― 379,241 ― 36,839,102 ― 27,817,141

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(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24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24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ――― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ――― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式    397,000

――― 単元株式数1,000株

(相互保有株式)
普通株式  5,092,000

――― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

369,041,000
369,041同上

単元未満株式
普通株式

4,711,348
――― ―

発行済株式総数 379,241,348――― ―――

総株主の議決権 ――― 369,041 ―――

(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25,000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25個含まれております。
　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社十六銀行

岐阜市神田町
８丁目26番地

397,000 ― 397,000 0.10

(相互保有株式)
株式会社岐阜銀行

岐阜市宇佐南
１丁目７番１号

5,092,000 ― 5,092,0001.34

計 ――― 5,489,000 ― 5,489,0001.44

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【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)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀

行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

２　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自平成24年４月１

日　至平成24年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自平成24年４月１日　至平成24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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

現金預け金 129,095 160,116

コールローン及び買入手形 － 62,000

商品有価証券 1,718 1,313

金銭の信託 10,620 10,585

有価証券 ※2
 1,458,761

※2
 1,387,563

貸出金 ※1
 3,722,144

※1
 3,705,530

外国為替 4,814 6,352

リース債権及びリース投資資産 ※1
 40,838

※1
 40,052

その他資産 ※1
 51,617

※1
 48,353

有形固定資産 67,568 67,418

無形固定資産 11,375 11,210

繰延税金資産 4,981 6,788

支払承諾見返 27,436 27,224

貸倒引当金 △42,935 △43,511

資産の部合計 5,488,038 5,490,998

負債の部

預金 4,881,023 4,920,911

譲渡性預金 8,400 26,348

コールマネー及び売渡手形 50,000 793

債券貸借取引受入担保金 63,925 48,114

借用金 82,988 101,458

外国為替 841 474

社債 15,000 15,000

その他負債 49,941 53,322

賞与引当金 1,815 79

役員賞与引当金 74 －

退職給付引当金 11,706 11,879

役員退職慰労引当金 430 369

睡眠預金払戻損失引当金 333 261

偶発損失引当金 1,296 1,423

繰延税金負債 1,228 1,239

再評価に係る繰延税金負債 8,752 8,752

支払承諾 27,436 27,224

負債の部合計 5,205,195 5,217,653
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

資本金 36,839 36,839

資本剰余金 27,817 27,817

利益剰余金 128,185 130,546

自己株式 △1,508 △1,509

株主資本合計 191,333 193,693

その他有価証券評価差額金 25,377 23,115

土地再評価差額金 13,732 13,732

その他の包括利益累計額合計 39,109 36,847

少数株主持分 52,400 42,804

純資産の部合計 282,843 273,345

負債及び純資産の部合計 5,488,038 5,490,998
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

経常収益 31,219 30,893

資金運用収益 19,909 18,820

（うち貸出金利息） 14,973 14,295

（うち有価証券利息配当金） 4,835 4,456

役務取引等収益 3,880 3,847

その他業務収益 6,185 6,645

その他経常収益 1,244 1,579

経常費用 27,657 27,432

資金調達費用 2,239 1,662

（うち預金利息） 1,837 1,340

役務取引等費用 1,440 1,416

その他業務費用 4,774 5,072

営業経費 16,429 16,340

その他経常費用 ※1
 2,772

※1
 2,940

経常利益 3,562 3,461

特別利益 1,061 1,542

負ののれん発生益 1,061 1,542

特別損失 75 10

固定資産処分損 7 10

減損損失 67 0

税金等調整前四半期純利益 4,548 4,993

法人税、住民税及び事業税 433 1,448

法人税等調整額 300 △581

法人税等合計 733 867

少数株主損益調整前四半期純利益 3,815 4,125

少数株主利益 441 456

四半期純利益 3,373 3,669
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,815 4,125

その他の包括利益 4,185 △2,309

その他有価証券評価差額金 4,185 △2,309

四半期包括利益 8,000 1,816

親会社株主に係る四半期包括利益 7,579 1,407

少数株主に係る四半期包括利益 420 409
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【会計方針の変更等】

　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した一部の有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、そ

れぞれ１百万円増加しております。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当行は、当行株主総会および種類株主総会での承認ならびに法令に定められた必要な関係官庁の認可等を得る

ことを条件に、平成24年９月18日を合併効力発生日として、当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行(以下「岐

阜銀行」という。)を吸収合併(以下「本合併」という。)することを企図し、平成24年４月27日付で、当行取締役会

での承認を経て、当行、岐阜銀行および岐阜銀行が発行する第５種優先株式に係る株主である株式会社三菱東京

UFJ銀行(以下「三菱東京UFJ銀行」という。)の三者間で合併条件に関する合意書(以下「本合意書」という。)を締

結いたしました。その後、本合意書における合意内容を踏まえ、当行と岐阜銀行との間で合併契約の締結に向け調

整を行い、平成24年５月14日開催の取締役会の承認を経て、同日付で、岐阜銀行との間で合併契約(以下「本合併契

約」という。)を締結いたしました。

また、本合併契約は、平成24年６月22日開催の定時株主総会および普通株主による種類株主総会において、それ

ぞれ承認可決されました。

 

１　取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　
結合企業

(吸収合併存続会社)
被結合企業

(吸収合併消滅会社)

名称 株式会社十六銀行 株式会社岐阜銀行

事業の内容 銀行業 銀行業

(2) 企業結合日(合併効力発生日)

平成24年９月18日(予定)

(3) 企業結合の法的形式

当行を存続会社、岐阜銀行を消滅会社とする吸収合併

従って、当行は岐阜銀行の一切の資産、負債及び権利義務を引継ぐものとします。

(4) 結合後企業の名称

株式会社十六銀行

(5) その他取引の概要に関する事項

① 本合併の目的

当行は、平成22年９月28日付で、岐阜銀行および三菱東京UFJ銀行との間で経営統合合意書ならびに当行お

よび岐阜銀行との間で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契約を締

結し、平成22年12月22日付で、岐阜銀行による岐阜銀行第一回第１種優先株式の取得および消却を実施し、岐

阜銀行を連結子会社といたしました。その後、岐阜銀行は、三菱東京UFJ銀行に対し岐阜銀行第５種優先株式

を発行しております。以来、当行および岐阜銀行は、十六銀行グループの企業価値の持続的成長および地域金

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、様々な取組みを推進してまいりました。

上記経営統合合意書を締結した際にも、当行による岐阜銀行の連結子会社化後、岐阜銀行の業務運営の効

率化を実施したうえで、平成24年９月中下旬を目途として本合併を行う予定である旨公表しておりました

が、業務運営の効率化が相応に進捗したことを受け、当初予定通り、平成24年９月18日を合併効力発生日とし

て本合併を行うものであります。
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当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

② 本合併の日程

種類株主総会基準日公告日 平成24年３月16日(金)

定時株主総会および普通株主による種類株主総会の基準日 平成24年３月31日(土)

本合意書承認取締役会 平成24年４月27日(金)

本合意書締結 平成24年４月27日(金)

本合併契約承認取締役会 平成24年５月14日(月)

本合併契約締結 平成24年５月14日(月)

定時株主総会および普通株主による種類株主総会の開催日 平成24年６月22日(金)

本合併の効力発生日 平成24年９月18日(火) (予定)

(注)　合併効力発生日の前日までの岐阜銀行の収支の推移状況等によっては、本合併において当行に合併

差損が発生する可能性があることから、当行において、株主総会の承認をお願いいたしました。また、

当行は、本合併において、岐阜銀行の第５種優先株式に対し第１種優先株式を交付する予定であり、か

かる優先株式発行に伴う定款変更を行うことにより当行は種類株式発行会社となることから、株主総

会と併せて、本合併契約承認に係る普通株主による種類株主総会を実施いたしました。

他方、岐阜銀行においては、会社法第784条第１項に定める略式合併の規定により、本合併契約承認

に係る株主総会の承認を得る必要はございませんが、本合併契約承認に係る普通株主による種類株主

総会、第４種優先株主による種類株主総会および第５種優先株主による種類株主総会がそれぞれ実施

されております。

２　実施する会計処理の概要

「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)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)に基づき、共通支配下の取

引等として処理する予定であります。

３　本合併に係る株式の種類別の割当ての内容及びその算定方法

(1) 本合併に係る株式の種類別の割当ての内容

① 普通株式

当行は岐阜銀行の普通株式の100％を保有しており、本合併に伴う新株式の発行および合併交付金の支払

は行いません。

② 優先株式

(イ) 第４種優先株式

当行は岐阜銀行の第４種優先株式の100％を保有しており、本合併に伴う新株式の発行および合併交付

金の支払は行いません。

(ロ) 第５種優先株式

本合併により岐阜銀行の第５種優先株式１株について、当行の第１種優先株式0.9株を割当交付いたし

ます。当行の第１種優先株式の発行要項に定める条件は、岐阜銀行の第５種優先株式の発行要項に定める

条件と実質的に同一のものとします。

(2) 本合併に係る割当ての内容の算定方法

優先株式に係る割当ての内容の決定につきましては、岐阜銀行の株主が当行と三菱東京UFJ銀行の２名だけ

であること、および当行が岐阜銀行の議決権の100％を保有していることに鑑み、平成22年９月28日付経営統

合合意書における合意内容に従い、当行、岐阜銀行および三菱東京UFJ銀行の三者間で優先株式に係る割当比

率について協議を実施いたしました。当該協議の結果、当行、岐阜銀行および三菱東京UFJ銀行は、岐阜銀行が

発行している第５種優先株式については、当行が新たに発行する第１種優先株式において、岐阜銀行の第５種

優先株式と実質的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通株式と異なり市場価格が存在しないこと

および岐阜銀行の株式価値等を総合的に勘案のうえ、岐阜銀行の発行する第５種優先株式１株について、当行

の第１種優先株式0.9株を割当交付することで合意しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

※１　貸出金(求償債権等を含む。)のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

破綻先債権額 6,283百万円 6,741百万円

延滞債権額 113,544百万円 120,863百万円

３ヵ月以上延滞債権額 254百万円 488百万円

貸出条件緩和債権額 17,539百万円 16,313百万円

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　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
　

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

47,195百万円 46,567百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

※１　その他経常費用には、次のものを含んでおります。
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

株式等償却 1,756百万円 株式等償却 1,811百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

んの償却額は、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23年４月１日
至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

減価償却費 1,413百万円 1,350百万円

のれんの償却額 61百万円 61百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

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23年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,326 3.50平成23年３月31日 平成23年６月27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。
　

当第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

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24年６月22日
定時株主総会

普通株式 1,325 3.50平成24年３月31日 平成24年６月25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)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

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
(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

24,8545,23930,0941,12531,219 ― 31,219

　セグメント間の内部
　経常収益

111 74 186 294 481 △481 ―

計 24,9665,31430,2811,42031,701△481 31,219

セグメント利益 2,845 358 3,203 378 3,582 △19 3,562

(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

(重要な負ののれん発生益)

当行が子会社(十六キャピタル株式会社)株式を追加取得したことなどに伴い、当第１四半期連結累

計期間において、負ののれん発生益1,061百万円を特別利益として計上しております。これは、少数株主

から取得した子会社株式の取得原価が少数株主持分の減少額を下回ったことによるものであります。

なお、この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るものではないため、全社の利益(調整額)と

して認識しております。
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当第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

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
(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

24,5185,24029,7581,13530,893 ― 30,893

　セグメント間の内部
　経常収益

87 77 165 176 342 △342 ―

計 24,6065,31729,9231,31131,235△342 30,893

セグメント利益 2,550 349 2,900 573 3,473 △12 3,461

(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

(重要な負ののれん発生益)
(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

負ののれん発生益 777 ― 777 ― 777 765 1,542

(注) １　銀行業セグメントにおいて、当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行が、平成24年５月10日付で、同行が発行

する第５種優先株式の一部を取得したことに伴い、負ののれん発生益777百万円を計上しております。

２　負ののれん発生益の調整額765百万円は、当行が、平成24年５月28日付で、連結子会社である十六リース株式会

社の普通株式を追加取得したことによるものであります。なお、この負ののれん発生益は特定の報告セグメント

に係るものではないため、全社の利益(調整額)として認識しております。
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(有価証券関係)

※　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

前連結会計年度(平成24年３月31日)
　

　
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 46,415 46,557 141

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 46,415 46,557 141

その他 ― ― ―

合計 46,415 46,557 141

　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)
　

　
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 46,087 46,273 186

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 46,087 46,273 186

その他 ― ― ―

合計 46,087 46,273 186
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２　その他有価証券

前連結会計年度(平成24年３月31日)
　

　 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

株式 67,813 87,383 19,570

債券 1,175,074 1,194,910 19,836

　国債 618,314 627,611 9,297

　地方債 300,465 307,599 7,133

　短期社債 ― ― ―

　社債 256,294 259,700 3,405

その他 117,500 116,365 △1,135

合計 1,360,388 1,398,659 38,271

　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)
　

　 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 66,046 77,090 11,043

債券 1,127,940 1,153,155 25,215

　国債 563,034 574,873 11,839

　地方債 308,598 317,385 8,787

　短期社債 ― ― ―

　社債 256,307 260,895 4,588

その他 99,684 98,189 △1,495

合計 1,293,671 1,328,434 34,763

(注)　その他有価証券のうち、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、1,792百万円(うち、株式1,787百万円、社債４百万円)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)

　

(1) 金利関連取引

前連結会計年度(平成24年３月31日)
　

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 4,390 22 22

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

　 合計 ――― 22 22

(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。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)
　

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 4,256 21 21

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

　 合計 ――― 21 21

(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。
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(2) 通貨関連取引

前連結会計年度(平成24年３月31日)
　

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 127,693 246 246

為替予約 30,183 △400 △400

通貨オプション 269,133 28 1,387

その他 1,856 53 53

　 合計 ――― △71 1,286

(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。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)
　

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 113,535 241 241

為替予約 26,367 105 105

通貨オプション 241,950 53 1,264

その他 1,625 47 47

　 合計 ――― 448 1,658

(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。
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(3) 株式関連取引

前連結会計年度(平成24年３月31日)

該当ありません。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)

該当ありません。
　

(4) 債券関連取引

前連結会計年度(平成24年３月31日)

該当ありません。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)
　

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 1,006 △0 △0

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 ――― △0 △0

(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

前連結会計年度(平成24年３月31日)

該当ありません。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)

該当ありません。
　

(6) クレジットデリバティブ取引

前連結会計年度(平成24年３月31日)

該当ありません。
　

当第１四半期連結会計期間(平成24年６月30日)

該当ありません。
　

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

26/31



　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）
　

共通支配下の取引等

１　連結子会社による自己株式の取得

当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行は、平成24年５月10日付で、同行が発行する第５種優先株

式の一部を取得いたしました。なお、取得した自己株式については、同日付で、消却しております。

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 株式会社岐阜銀行

事業の内容 銀行業

② 企業結合日

平成24年５月10日

③ 企業結合の法的形式

少数株主からの株式買取

④ 結合後企業の名称

名称に変更はありません。

⑤ その他取引の概要に関する事項

資本効率の向上および資本調達コストの低減を目的に、少数株主が保有する株式を取得したもの

であります。

(2) 実施した会計処理の概要

「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)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)に基

づき、少数株主との取引として処理しております。

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項

① 取得原価及びその内訳

取得の対価 現金預け金 6,999百万円

取得原価 　 6,999百万円

② 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

(イ) 発生した負ののれん発生益の金額

777百万円

(ロ) 発生原因

少数株主から取得した子会社株式の取得原価が少数株主持分の減少額を下回ったことによる

ものであります。
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２　当行による子会社株式の追加取得

当行は、平成24年５月28日付で、連結子会社である十六リース株式会社の普通株式を追加取得いたし

ました。

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 十六リース株式会社

事業の内容 リース業

② 企業結合日

平成24年５月28日

③ 企業結合の法的形式

少数株主からの株式買取

④ 結合後企業の名称

名称に変更はありません。

⑤ その他取引の概要に関する事項

資本構成見直しによるガバナンスの強化を目的に、少数株主が保有する株式を買取したものであ

ります。

(2) 実施した会計処理の概要

「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)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)に基

づき、少数株主との取引として処理しております。

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項

① 取得原価及びその内訳

取得の対価 現金預け金 1,120百万円

取得原価 　 1,120百万円

② 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

(イ) 発生した負ののれん発生益の金額

765百万円

(ロ) 発生原因

少数株主から取得した子会社株式の取得原価が少数株主持分の減少額を下回ったことによる

ものであります。
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(１株当たり情報)

　

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び

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23年４月１日
至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 円 9.02 9.81

 (算定上の基礎) 　 　 　

　四半期純利益 百万円 3,373 3,669

　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 3,373 3,669

　普通株式の期中平均株式数 千株 373,775 373,748

　 　 　

(2) 潜在株式調整後１株当たり
　　四半期純利益金額

円 6.85 9.55

 (算定上の基礎) 　 　 　

　四半期純利益調整額 百万円 △780 △54

　　うち連結子会社の発行する
　　潜在株式に係る調整

百万円 △780 △54

　普通株式増加数 千株 4,574 4,494

　　うち連結子会社が保有する
　　親会社株式に係る調整

千株 4,574 4,494

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

　 ――――― ―――――

　

(重要な後発事象)

　該当ありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成24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　　神　　野　　敦　　生　　㊞

　
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24年４月１日から平成25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24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24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、四半期連

結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

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24年

６月30日現在の財政状態及び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。

　
利害関係

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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