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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３四半期
連結累計期間

平成24年度
第３四半期
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
　   12月31日)

(自 平成24年 
   ４月１日 
至 平成24年 
    12月31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 68,692 67,214 90,711

経常利益 百万円 12,371 12,135 18,261

四半期純利益 百万円 5,305 6,163 ―

当期純利益 百万円 ─ ― 8,228

四半期包括利益 百万円 755 3,939 ―

包括利益 百万円 ─ ― 12,970

純資産額 百万円 256,137 250,391 248,047

総資産額 百万円 4,508,2094,603,0494,523,309

１株当たり四半期純利益
金額

円 20.10 23.35 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 31.17

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 ─ ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 5.15 5.35 5.40

　

　
平成23年度
第３四半期
連結会計期間

平成24年度
第３四半期
連結会計期間

　

(自 平成23年
10月１日

至 平成23年
12月31日)

(自 平成24年
10月１日

至 平成24年
12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 0.11 8.66

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第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　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４　自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末少数株主持

分）を（四半期）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３四半期連結累計期間において、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は、以下のとおりであります。

　Shiga Preferred Capital Cayman Limited（平成24年７月５日清算結了）
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、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、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。また、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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
(1) 業績の状況

 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などから国内需要が堅調に推移する

中で、生産活動や設備投資に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、長期化する電力不足問題や円高

の継続、欧州債務危機を背景とした海外経済の減速等により、不透明な状態が続きました。

このような中、当行は、第４次長期経営計画（期間：３年間、平成22年４月～平成25年３月）を推進し

ており、お客さまとの相互理解を図るための「対話力」の更なる強化に取り組んでおります。きめ細かい

対話を通じてお客さまを一層“熟知”し、多様化するニーズを的確に把握するとともに、課題の解決や付

加価値の高いサービスの提供に努めております。具体的には、「３つのブランド戦略」（①お客さまの企

業価値向上などを目指す「ネットワークのしがぎん」、②お客さまのアジアビジネスをサポートする

「アジアに強いしがぎん」、③環境経営を実践する「ＣＳＲのしがぎん」）の各分野で多面的な“知恵

と親切の提供”に努めてまいりました。

　

当第３四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は、4,603,049百万円（前連結

会計年度末比79,739百万円増加）、純資産は250,391百万円（同2,343百万円増加）となりました。 

　主要な勘定残高は、預金等（譲渡性預金を含む）が個人預金の順調な増加により4,155,528百万円（同

65,544百万円増加）、また貸出金は消費者向け並びに地方公共団体向け貸出の増加により2,784,873百万

円（同41,435百万円増加）、有価証券は債券の増加を中心に1,522,543百万円（同92,301百万円増加）と

なりました。

当第３四半期連結累計期間の損益につきましては、経常利益は前年同期比236百万円減益の12,135百万

円、四半期純利益は同858百万円増益の6,163百万円となりました。

　
なお、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載をしておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社滋賀銀行(E03575)

四半期報告書

 4/19



　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要

な変更、または、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

　
(4) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。

　

(5) 生産、受注及び販売の実績

「生産、受注及び販売の実績」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。

　

(6) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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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 500,000,000

計 500,000,000

　

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24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月４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 265,450,406265,450,406

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 265,450,406265,450,406― ―

　

(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年10月１日～
平成24年12月31日

─ 265,450 ─ 33,076 ─ 23,942

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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ず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成24年９月30日の株主名簿により記載しておりま

す。

　

① 【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ────― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ────― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式 ────― ─────

1,555,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

261,112 ─────
261,112,000

単元未満株式
普通株式

────― 一単元(1,000株)未満の株式
2,783,406

発行済株式総数 265,450,406────― ────―

総株主の議決権 ────― 261,112 ────―

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式689株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町１番38号 1,555,000 ─ 1,555,0000.58

計 ───── 1,555,000 ─ 1,555,0000.58

　

２ 【役員の状況】

　

該当事項はありません。

なお、平成24年６月26日開催の定時株主総会において取締役に就任いたしました、長谷川　雅人、森本　勝

はそれぞれ監査部長、大阪支店長の委嘱を受けました。
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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３四半期連結会計期間（自　平成24年10月

１日　至　平成24年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

現金預け金 42,079 55,776

コールローン及び買入手形 183,565 111,753

買入金銭債権 17,570 9,846

商品有価証券 1,032 379

金銭の信託 7,799 7,800

有価証券 1,430,242 1,522,543

貸出金 ※1
 2,743,438

※1
 2,784,873

外国為替 5,481 6,711

その他資産 39,890 52,174

有形固定資産 59,240 58,720

無形固定資産 1,957 1,047

繰延税金資産 3,218 3,518

支払承諾見返 24,433 23,470

貸倒引当金 △36,491 △35,569

投資損失引当金 △148 －

資産の部合計 4,523,309 4,603,049

負債の部

預金 3,985,459 4,053,275

譲渡性預金 104,524 102,252

コールマネー及び売渡手形 － 4,778

債券貸借取引受入担保金 － 5,186

借用金 77,567 79,835

外国為替 82 78

社債 20,000 20,000

その他負債 38,577 38,494

退職給付引当金 14,062 14,845

役員退職慰労引当金 280 291

睡眠預金払戻損失引当金 763 836

利息返還損失引当金 152 129

偶発損失引当金 289 265

再評価に係る繰延税金負債 9,032 8,890

負ののれん 35 26

支払承諾 24,433 23,470

負債の部合計 4,275,261 4,352,658
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

資本金 33,076 33,076

資本剰余金 23,969 23,969

利益剰余金 133,975 138,805

自己株式 △945 △956

株主資本合計 190,076 194,895

その他有価証券評価差額金 43,200 40,525

繰延ヘッジ損益 0 186

土地再評価差額金 11,177 10,927

その他の包括利益累計額合計 54,378 51,638

少数株主持分 3,593 3,856

純資産の部合計 248,047 250,391

負債及び純資産の部合計 4,523,309 4,603,049
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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23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

経常収益 68,692 67,214

資金運用収益 46,874 44,092

（うち貸出金利息） 34,832 33,081

（うち有価証券利息配当金） 11,641 10,653

役務取引等収益 9,261 9,273

その他業務収益 10,034 11,133

その他経常収益 ※1
 2,522

※1
 2,714

経常費用 56,320 55,079

資金調達費用 4,305 3,493

（うち預金利息） 3,378 2,287

役務取引等費用 2,817 2,909

その他業務費用 6,281 6,996

営業経費 35,957 35,599

その他経常費用 ※2
 6,959

※2
 6,080

経常利益 12,371 12,135

特別利益 371 3

固定資産処分益 119 3

負ののれん発生益 251 －

特別損失 310 371

固定資産処分損 122 218

減損損失 188 153

税金等調整前四半期純利益 12,432 11,767

法人税、住民税及び事業税 4,692 4,092

法人税等調整額 1,667 1,264

法人税等合計 6,360 5,356

少数株主損益調整前四半期純利益 6,071 6,410

少数株主利益 765 247

四半期純利益 5,305 6,163
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,071 6,410

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,604 △2,657

繰延ヘッジ損益 △0 185

土地再評価差額金 1,288 －

その他の包括利益合計 △5,316 △2,471

四半期包括利益 755 3,939

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8 3,673

少数株主に係る四半期包括利益 763 265
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

　連結の範囲の重要な変更

　前連結会計年度に連結子会社でありましたShiga Preferred Capital Cayman Limitedは清算結了により連結の範

囲から除外しておりますが、清算結了時までの損益計算書については連結しております。

　

【会計方針の変更等】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31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、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

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３四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37百万円増加しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　貸出金のうち、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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

破綻先債権額 1,320百万円 1,039百万円

延滞債権額 61,152百万円 58,724百万円

３ヵ月以上延滞債権額 539百万円 401百万円

貸出条件緩和債権額 13,372百万円 21,256百万円

合計額 76,384百万円 81,421百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１  その他経常収益には、次のものを含んでおります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

　
当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

　償却債権取立益 1,125百万円　償却債権取立益 1,452百万円

　投資損失引当金戻入益 493百万円 　 　

　

※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

　
当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

　貸倒引当金繰入額 4,841百万円　貸倒引当金繰入額 2,623百万円

　株式等償却 446百万円 　株式等償却 2,125百万円

　貸出金償却 1,154百万円　貸出金償却 849百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間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３四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３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 2,842百万円 2,636百万円

負ののれん償却額 △260百万円 △8百万円

　

(株主資本等関係)

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 791 ３ 平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

平成23年11月11日
取締役会

普通株式 791 ３ 平成23年９月30日 平成23年12月９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
　

　　　該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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26日
定時株主総会

普通株式 791 ３ 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

平成24年11月12日
取締役会

普通株式 791 ３ 平成24年９月30日 平成24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
　

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

　

【セグメント情報】

　　当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(金融商品関係)

　　金融商品関係について記載すべき重要なものはありません。

　

(有価証券関係)

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め

られるものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載してお

ります。

　
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 63,386 102,785 39,398

債券 1,209,503 1,232,970 23,466

　国債 535,497 543,160 7,662

　地方債 304,303 313,463 9,159

　社債 369,702 376,347 6,644

その他 93,020 91,937 △1,082

合計 1,365,910 1,427,693 61,782

　
当第３四半期連結会計期間(平成24年12月31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 60,578 93,355 32,777

債券 1,322,715 1,347,693 24,977

　国債 525,392 532,056 6,663

　地方債 335,647 346,122 10,474

　社債 461,675 469,514 7,839

その他 79,634 79,196 △438

合計 1,462,927 1,520,245 57,317
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(注)  売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）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があると認められないものについては、

当該時価をもって四半期連結貸借対照表価額（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（連結会計年度）の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。 

　前連結会計年度における減損処理額は、435百万円(全額株式)であります。 

　当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、2,125百万円(全額株式)であります。 

 　　 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ご

とに次のとおり定めております。

　　　破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落している

場合、要注意先については第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合、正常先に

ついては第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合又は30％以上下落した場合

で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。

　　　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債

務者であります。

　

（追加情報）

　　　前連結会計年度においては、変動利付国債の時価について、当時の市場環境を踏まえた検討の結果、当行が定める一定

の基準に基づき市場価格を時価とみなせない状態にあると判断した場合については、合理的に算定された価額をもっ

て時価とし連結貸借対照表に計上したことにより、市場価格をもって連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有

価証券」は1,025百万円増加、「繰延税金資産」は362百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は662百万円増加し

ておりました。

　　　当第３四半期連結会計期間末においては、保有する全ての変動利付国債について市場価格を時価とみなすことが相当

と判断し、市場価格をもって時価とし四半期連結貸借対照表に計上しております。
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(金銭の信託関係）

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

　
(デリバティブ取引関係)

　前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

　
(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23年４月１日
至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 20.10 23.35

(算定上の基礎) 　 　 　

　四半期純利益 百万円 5,305 6,163

　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 5,305 6,163

　普通株式の期中平均株式数 千株 263,926 263,900

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】
　

中間配当

   平成24年11月12日開催の取締役会において、第126期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額 791百万円

１株当たりの中間配当金 ３円

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成24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25年１月31日

株式会社滋賀銀行

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　　木　村　幸　彦　　　　 ㊞
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　河　津　誠　司　　　　 ㊞
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　木　朋　之　　　　 ㊞

　
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

会社滋賀銀行の平成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３四半期連結会計期間（平

成24年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、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、株式会社滋賀銀行及び連結子会社の平成24年

12月31日現在の財政状態及び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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