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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25年度第１四半期

連結累計期間
平成26年度第１四半期

連結累計期間
平成25年度

 
(自平成25年４月１日
至平成25年６月30日)

(自平成26年４月１日
至平成26年６月30日)

(自平成25年４月１日
至平成26年３月31日)

経常収益 百万円 29,810 29,504 111,214

経常利益 百万円 5,724 7,776 21,362

四半期純利益 百万円 4,395 5,395 ―――

当期純利益 百万円 ――― ――― 16,874

四半期包括利益 百万円 380 12,333 ―――

包括利益 百万円 ――― ――― 20,346

純資産額 百万円 312,392 338,718 323,089

総資産額 百万円 5,698,093 5,937,196 5,745,954

１株当たり
四半期純利益金額

円 11.76 14.43 ―――

１株当たり
当期純利益金額

円 ――― ――― 44.56

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益金額

円 10.12  12.48 ―――

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

円 ――― ――― 39.16

自己資本比率 ％ 5.0 5.4 5.3
 

(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、((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。
　

２ 【事業の内容】

当第１四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、セグメントに係る主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(その他)

平成26年４月１日付で、連結子会社である株式会社十六ディーシーカードと株式会社十六ジェーシービーは、株

式会社十六ディーシーカードを存続会社として合併しております。なお、合併後の商号は株式会社十六カードであ

ります。

　

この結果、平成26年６月30日現在では、当行及び当行の関係会社は、当行及び連結子会社７社等により構成される

こととなりました。
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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】

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】

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、アベノミクスによる財政政策、円安により基調としては緩やかな回

復傾向を持続し、中小企業の景況感の改善にも波及してきました。しかしながら、消費税率引き上げによる反動減

から、個人消費に弱い動きが見られました。

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、前向きな設備投資が徐々に増加しつつあるもの

の、円安による原材料、燃料価格等仕入価格の上昇が懸念材料となっています。

こうした状況のなか、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1,518億15百万円増加し５兆2,839億62百万円となりました。

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121億88百万円増加し３兆7,528億66百万円となりました。

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

524億25百万円増加し１兆8,052億３百万円となりました。

損益状況では、銀行業におきましては、経常収益は、有価証券関係収益が増加したものの、貸出金利息が減少し

たことなどから、前年同期比３億65百万円減少し233億27百万円となりました。経常費用は、与信関係費用および

預金利息が減少したことなどから、前年同期比21億39百万円減少し166億16百万円となりました。この結果、セグ

メント利益(経常利益)は前年同期比17億74百万円増加し67億11百万円となりました。

リース業におきましては、経常収益は前年同期比12百万円増加し51億７百万円、経常費用は前年同期比16百万円

減少し47億40百万円となり、セグメント利益(経常利益)は前年同期比28百万円増加し３億66百万円となりました。

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75百万円増加し14億38百万

円、経常費用は前年同期比１億74百万円減少し７億30百万円となり、セグメント利益(経常利益)は前年同期比２億

49百万円増加し７億８百万円となりました。

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３億６百万円減少し295億４百

万円、経常費用は前年同期比23億59百万円減少し217億27百万円となり、経常利益は前年同期比20億52百万円増加

し77億76百万円、四半期純利益は前年同期比10億円増加し53億95百万円となりました。

今後におきましても、「第13次中期経営計画～All For Your Smile こころにひびくサービスを～」(平成26年４

月～平成29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１四半期連結累計期間の資金運用収支は前年同期比297百万円減少し15,852百万円、役務取引等収支は前年同

期比32百万円減少し2,688百万円、その他業務収支は前年同期比1,020百万円増加し2,020百万円となりました。

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605百万円減少し15,054百万円、役務取引等収支は前年

同期比29百万円減少し2,635百万円、その他業務収支は前年同期比947百万円増加し1,650百万円となりました。

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307百万円増加し797百万円、役務取引等収支は前年同

期比３百万円減少し53百万円、その他業務収支は前年同期比72百万円増加し369百万円となりました。

 

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 15,659 490 ― 16,149

当第１四半期連結累計期間 15,054 797 ― 15,852

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 17,112 574 △16 17,669

当第１四半期連結累計期間 16,290 899 △29 17,160

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 1,452 84 △16 1,520

当第１四半期連結累計期間 1,235 102 △29 1,308

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 2,664 56 ― 2,720

当第１四半期連結累計期間 2,635 53 ― 2,688

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結累計期間 4,028 75 ― 4,104

当第１四半期連結累計期間 4,015 72 ― 4,087

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結累計期間 1,364 19 ― 1,383

当第１四半期連結累計期間 1,380 19 ― 1,399

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 703 297 ― 1,000

当第１四半期連結累計期間 1,650 369 ― 2,020

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結累計期間 5,465 358 ― 5,824

当第１四半期連結累計期間 6,163 402 ― 6,566

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結累計期間 4,761 61 ― 4,823

当第１四半期連結累計期間 4,512 32 ― 4,545
 

(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２百万円、当第１四

半期連結累計期間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13百万円減少し4,015百万円となり、役務取引等費用

は前年同期比16百万円増加し1,380百万円となりました。

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３百万円減少し72百万円となり、役務取引等費用は

前年同期比０百万円減少し19百万円となりました。

 

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 4,028 75 ― 4,104

当第１四半期連結累計期間 4,015 72 ― 4,087

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結累計期間 475 ― ― 475

当第１四半期連結累計期間 440 ― ― 440

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 980 61 ― 1,042

当第１四半期連結累計期間 969 60 ― 1,029

　うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 687 ― ― 687

当第１四半期連結累計期間 610 ― ― 610

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 90 ― ― 90

当第１四半期連結累計期間 79 ― ― 79

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 8 ― ― 8

当第１四半期連結累計期間 1 ― ― 1

　うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 294 13 ― 307

当第１四半期連結累計期間 291 12 ― 304

　うちクレジット
　カード業務

前第１四半期連結累計期間 571 ― ― 571

当第１四半期連結累計期間 609 ― ― 609

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 1,364 19 ― 1,383

当第１四半期連結累計期間 1,380 19 ― 1,399

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 210 18 ― 228

当第１四半期連結累計期間 209 18 ― 227
 

(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 5,007,575 31,467 ― 5,039,042

当第１四半期連結会計期間 5,113,043 30,007 ― 5,143,050

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 2,404,906 ― ― 2,404,906

当第１四半期連結会計期間 2,446,576 ― ― 2,446,576

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 2,567,636 ― ― 2,567,636

当第１四半期連結会計期間 2,602,578 ― ― 2,602,578

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 35,031 31,467 ― 66,498

当第１四半期連結会計期間 63,887 30,007 ― 93,895

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 78,912 ― ― 78,912

当第１四半期連結会計期間 140,912 ― ― 140,912

総合計
前第１四半期連結会計期間 5,086,487 31,467 ― 5,117,954

当第１四半期連結会計期間 5,253,955 30,007 ― 5,283,962
 

(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(末残・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

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 3,575,136 100.00 3,752,866 100.00

製造業 663,896 18.57 647,779 17.26

農業、林業 5,404 0.15 5,241 0.14

漁業 463 0.01 443 0.01

鉱業、採石業、砂利採取業 3,452 0.10 3,031 0.08

建設業 143,104 4.00 132,883 3.54

電気・ガス・熱供給・水道業 41,380 1.16 41,563 1.11

情報通信業 23,696 0.66 27,406 0.73

運輸業、郵便業 104,192 2.91 115,363 3.07

卸売業、小売業 360,378 10.08 365,719 9.75

金融業、保険業 130,200 3.64 148,283 3.95

不動産業、物品賃貸業 468,218 13.10 464,459 12.38

学術研究、専門・技術サービス業 21,776 0.61 19,583 0.52

宿泊業 25,599 0.72 23,679 0.63

飲食業 23,523 0.66 20,903 0.56

生活関連サービス業、娯楽業 61,191 1.71 61,203 1.63

教育、学習支援業 7,365 0.21 6,817 0.18

医療・福祉 102,137 2.86 94,882 2.53

その他のサービス 31,475 0.88 31,901 0.85

地方公共団体 266,751 7.46 404,887 10.79

その他 1,090,932 30.51 1,136,838 30.29

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

政府等 ― ― ― ―

金融機関 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 3,575,136 ―― 3,752,866 ――
 

(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) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、売却等について、当第１四半期連結累計期間に著

しい変動があったものは、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

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 刈谷支店
愛知県
刈谷市

新築
移転

銀行業 店舗 260 75 自己資金 平成26年４月 平成26年11月

 

　

EDINET提出書類

株式会社十六銀行(E03569)

四半期報告書

 7/27



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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８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

第１種優先株式 20,000,000 同左 ――― 単元株式数1,000株(注)

計 399,241,348 同左 ――― ―――
 

(注)　提出日現在第１種優先株式の普通株式への転換はありません。

第１種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 優先配当金

①　優先配当金

金銭による剰余金の配当を行うときは、第１種優先株式を有する株主(以下「第１種優先株主」とい

う。)または第１種優先株式の登録株式質権者(以下「第１種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通

株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権

者」という。)に先立ち、第１種優先株式１株につき年11円の金銭による剰余金の配当(以下、かかる配当

を「第１種優先配当」といい、これにより支払われる金銭を「第１種優先配当金」という。)を行う。ただ

し、当該配当の基準日と同じ事業年度中の基準日により、第１種優先中間配当金の全部または一部を支

払ったときは、その額を控除した額とする。ただし、平成25年３月31日に終了する事業年度の末日を基準

日とする第１種優先配当に係る第１種優先配当金額は、11円に平成24年９月18日(同日を含む。)から平成

25年３月31日(同日を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第１位まで算出し、

その小数第１位を四捨五入する。)とする。

②　非累積条項

ある事業年度中の基準日に基づき、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対して配当する

剰余金の額が第１種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対しては、第１種優先配当金を超えて剰余金の配当

は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは同法第760

条第７号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ

もしくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

④　優先中間配当金

中間配当を行うときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通

登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき第１種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭に

よる剰余金の配当(以下、かかる配当により支払われる金銭を「第１種優先中間配当金」という。)を行

う。
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(2) 残余財産の分配

①　残余財産を分配するときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、普通株主または

普通登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき1,000円を支払う。

②　第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わな

い。

(3) 議決権

第１種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 株式の併合または分割、新株予約権等

①　法令に別段の定めがある場合を除き、第１種優先株式について株式の併合または分割を行わない。

②　第１種優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権または新株予約権付社債の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(5) 株式を対価とする取得請求権

第１種優先株主は、当行に対し、下記①に定める第１種優先株式の取得を請求することができる期間(以下

「取得請求期間」という。)中、第１種優先株主が有する第１種優先株式を当行が取得するのと引換えに、下

記②に定める算定方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。

①　取得請求期間

平成26年10月１日から平成34年９月30日までとする。

②　取得と引換えに交付する普通株式の数またはその算定方法

(イ) 第１種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

第１種優先株式の取得と引換えに交付する当行の普通株式数は、以下のとおりとする。この場合にお

いて、交付する当行の普通株式数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会

社法第167条第３項に規定する金銭の交付は行わない。

普通株式数 ＝
第１種優先株主が取得を請求した第１種優先株式の数×1,000円

取得価額
 

(ロ) 当初取得価額

当初取得価額は、平成26年10月１日(以下「取得価額決定日」という。)における普通株式１株当たり

時価(以下「普通株式１株当たり時価(取得価額決定日)」という。)とする。ただし、当初取得価額が平

成24年９月18日の普通株式１株当たり時価(以下「普通株式１株当たり時価(発行日)」という。)の80％

(ただし、下記(ニ)に定める調整を受けるものとし、以下「下限当初取得価額」という。)を下回る場合

には、下限当初取得価額をもって当初取得価額とする。

「普通株式１株当たり時価(取得価額決定日)」とは、取得価額決定日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所(その承継人を含み、当行の普通株式が東京証券取引所に上場していない場合

は、当行の普通株式を上場している他の金融商品取引所(複数ある場合は、当行の普通株式の出来高、値

付率等を考慮して最も適切と判断される金融商品取引所)をいう。以下同じ。)における当行の普通株式

の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)をいう。なお、上記30取引日の間に、下記

(ニ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記(ニ)の規定に準じて調整され

る。

「普通株式１株当たり時価(発行日)」とは、発行日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券

取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を

除く。)に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)をいう。な

お、上記30取引日の間に、下記(ニ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記

(ニ)の規定に準じて調整される。

(ハ) 取得価額の修正

取得価額は、取得請求期間の毎年４月１日および10月１日(以下「取得価額修正日」と総称する。)

に、その時点における普通株式１株当たり時価(取得価額修正日)(以下「修正後取得価額」という。)に

修正される。ただし、かかる金額を算出した結果、修正後取得価額が当初取得価額の80％(ただし、下記

(ニ)に定める調整を受けるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、下限取得価額

をもって修正後取得価額とし、取得価額が当初取得価額の200％(ただし、下記(ニ)に定める調整を受け

るものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には、上限取得価額をもって修正後取得価額

とする。

「普通株式１株当たり時価(取得価額修正日)」とは、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均

値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。)をいう。なお、上記30取引日の間に、下記(ニ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合に

は、当該平均値は下記(ニ)の規定に準じて調整される。
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(ニ) 取得価額等の調整

取得価額、下限取得価額および上限取得価額(以下「取得価額等」という。)は、取得価額決定日以

降、時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合、その他一定の場合には次に定める算式に

より調整されるほか、合併等により取得価額等の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と合理的

に判断する価額に変更される。

調整後
取得価額等

＝
調整前

取得価額等
×

既発行の
普通株式数

＋
新規交付の普通株式数 × １株当たりの払込金額

１株当たりの時価

既発行の普通株式数 ＋ 新規交付の普通株式数
 

なお、上記において、「時価」とは、調整後取得価額等の適用の基準となる日(以下「取得価額調整基

準日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通

取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)をいう。なお、上記30取引日の間に、上記に定め

る取得価額等の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該平均値は本(ニ)の規定に準じて調整され

る。

「既発行の普通株式数」には当行の自己株式の数は含まないものとし、「新規交付の普通株式数」に

は処分される自己株式の数を含むものとする。

(ホ) 取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

(ヘ) 取得請求の効力発生

取得請求に要する書類が取得請求受付場所に到着したときに、当行は当該取得請求に係る第１種優先

株式を取得し、当該取得請求をした第１種優先株主は、当行がその取得と引換えに交付すべき普通株式

の株主となる。

(6) 金銭を対価とする取得条項

①　金銭を対価とする取得条項の内容

当行は、平成29年10月１日以降いつでも、取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到

来することをもって、第１種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当行は、第１

種優先株式を取得するのと引換えに、第１種優先株主に対して下記②に定める額(以下「償還金額」とい

う。)の金銭を交付する。なお、第１種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

②　取得価額

「償還金額」とは、第１種優先株式１株につき、次に掲げる金額のいずれか高い金額とする。

(イ) 1,000円を強制償還日における(5)に定める取得価額で除した数に、強制償還日の普通株式１株当たり

時価(以下「普通株式１株当たり時価(強制償還日)」という。)を乗じて算出した金額(円位未満小数第１

位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。)

(ロ) 1,000円に、第１種未払経過利息を加えた金額

「普通株式１株当たり時価(強制償還日)」とは、強制償還日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東

京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)をいう。

なお、上記30取引日の間に、上記(5)②(ニ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は

同(ニ)の規定に準じて調整される。

「第１種未払経過利息」とは、強制償還日が属する事業年度の末日を基準日とする第１種優先配当に係

る第１種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日(同日を含む。)から当該強制償還日(同日を含

む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五

入する。)をいう。ただし、当該強制償還日の属する事業年度中の日を基準日として第１種優先中間配当金

を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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(7) 普通株式を対価とする取得条項

当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第１種優先株式について、同期間の末日の翌

日(以下「一斉取得日」という。)をもってその全部を取得し、これと引換えに当該第１種優先株式の第１種

優先株主に対して当行の普通株式を交付する。この場合、第１種優先株式１株の取得と引換えに交付する普

通株式の数は、1,000円を、一斉取得日における普通株式１株当たり時価(以下「普通株式１株当たり時価(一

斉取得日)」という。)で除して得られる数とする。第１種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の

数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

「普通株式１株当たり時価(一斉取得日)」とは、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京

証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を

除く。)に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)をいう。ただ

し、かかる金額を算出した結果、普通株式１株当たり時価(一斉取得日)が下限取得価額を下回る場合には、

下限取得価額をもって普通株式１株当たり時価(一斉取得日)とし、普通株式１株当たり時価(一斉取得日)が

上限取得価額を上回る場合には、上限取得価額をもって普通株式１株当たり時価(一斉取得日)とする。な

お、上記30取引日の間に、上記(5)②(ニ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は同

(ニ)の規定に準じて調整される。

(8) 除斥期間

当行定款第41条の規定は、第１種優先配当金および第１種優先中間配当金の支払についてこれを準用す

る。

(9) 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(10) 議決権を有しないこととしている理由

第１種優先株式は、剰余金の配当および残余財産の分配について普通株式に優先すること等から、一定の

場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式としております。

 
(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
　

(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26年４月１日～
平成26年６月30日

― 399,241 ― 36,839 ― 47,815
 

　

(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26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26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
第１種優先株式

20,000,000
―――

「(1) 株式の総数等」に記載して
おります。

議決権制限株式(自己株式等) ― ――― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

5,556,000
――― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

369,405,000
369,405 同上

単元未満株式
普通株式

4,280,348
――― ―

発行済株式総数 399,241,348 ――― ―――

総株主の議決権 ――― 369,405 ―――
 

(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26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(％)

株式会社十六銀行
岐阜市神田町

８丁目26番地
5,556,000 ― 5,556,000 1.39

計 ――― 5,556,000 ― 5,556,000 1.39
 

 

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26年４月１日　至平

成26年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自平成26年４月１日　至平成26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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 現金預け金 94,426 212,547

 コールローン及び買入手形 1,000 8,000

 商品有価証券 1,036 877

 金銭の信託 10,493 10,679

 有価証券 ※2  1,752,778 ※2  1,805,203

 貸出金 ※1  3,740,678 ※1  3,752,866

 外国為替 6,300 5,753

 リース債権及びリース投資資産 ※1  43,239 ※1  42,664

 その他資産 ※1  39,102 ※1  40,125

 有形固定資産 65,009 64,957

 無形固定資産 8,991 8,847

 退職給付に係る資産 － 2,676

 繰延税金資産 860 717

 支払承諾見返 23,415 22,611

 貸倒引当金 △41,379 △41,329

 資産の部合計 5,745,954 5,937,196

負債の部   

 預金 5,026,135 5,143,050

 譲渡性預金 106,012 140,912

 コールマネー及び売渡手形 14,923 18,751

 債券貸借取引受入担保金 115,968 134,890

 借用金 57,071 59,591

 外国為替 786 1,177

 社債 10,000 10,000

 その他負債 41,643 39,640

 賞与引当金 1,698 －

 役員賞与引当金 40 －

 退職給付に係る負債 10,832 5,705

 役員退職慰労引当金 5 4

 睡眠預金払戻損失引当金 472 416

 偶発損失引当金 1,185 1,205

 繰延税金負債 3,990 11,838

 再評価に係る繰延税金負債 8,682 8,682

 支払承諾 23,415 22,611

 負債の部合計 5,422,864 5,598,478

純資産の部   

 資本金 36,839 36,839

 資本剰余金 47,817 47,819

 利益剰余金 162,909 171,885

 自己株式 △1,531 △1,527

 株主資本合計 246,034 255,015

 その他有価証券評価差額金 49,010 55,563

 土地再評価差額金 13,601 13,601

 退職給付に係る調整累計額 △870 △850

 その他の包括利益累計額合計 61,741 68,314

 新株予約権 26 28

 少数株主持分 15,287 15,360

 純資産の部合計 323,089 338,718

負債及び純資産の部合計 5,745,954 5,937,196
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

経常収益 29,810 29,504

 資金運用収益 17,669 17,160

  （うち貸出金利息） 13,143 12,423

  （うち有価証券利息配当金） 4,425 4,670

 役務取引等収益 4,104 4,087

 その他業務収益 5,824 6,566

 その他経常収益 ※1 2,212 ※1 1,689

経常費用 24,086 21,727

 資金調達費用 1,523 1,310

  （うち預金利息） 1,255 1,018

 役務取引等費用 1,383 1,399

 その他業務費用 4,823 4,545

 営業経費 14,425 14,258

 その他経常費用 ※2 1,930 ※2 213

経常利益 5,724 7,776

特別利益 19 308

 固定資産処分益 19 23

 持分変動利益 － 284

特別損失 62 20

 固定資産処分損 37 6

 減損損失 － 14

 持分変動損失 25 －

税金等調整前四半期純利益 5,681 8,063

法人税、住民税及び事業税 653 529

法人税等調整額 227 1,812

法人税等合計 880 2,341

少数株主損益調整前四半期純利益 4,800 5,722

少数株主利益 405 326

四半期純利益 4,395 5,395
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,800 5,722

その他の包括利益 △4,420 6,611

 その他有価証券評価差額金 △4,420 6,591

 退職給付に係る調整額 － 20

四半期包括利益 380 12,333

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △42 11,968

 少数株主に係る四半期包括利益 422 365
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給付適用

指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期

間について従業員の平均残存勤務期間に基づき決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が3,443百万円減少し、退職給付に係る資産が

4,221百万円、繰延税金負債が2,667百万円、利益剰余金が4,997百万円増加しております。また、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50百万円増加しております。

　

(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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

破綻先債権額 5,899百万円 5,866百万円

延滞債権額 108,812百万円 109,062百万円

３ヵ月以上延滞債権額 690百万円 650百万円

貸出条件緩和債権額 11,441百万円 10,981百万円

合計額 126,845百万円 126,560百万円
 

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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

33,597百万円 32,477百万円
 

 
(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１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

株式等売却益 1,012百万円 346百万円
 

 
※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

貸倒引当金繰入額 1,656百万円 4百万円
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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25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

減価償却費 959百万円 915百万円

のれんの償却額 61百万円 61百万円
 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,308 3.50 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

第１種
優先株式

60 3.00 平成25年３月31日 平成25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

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,307 3.50 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

第１種
優先株式

110 5.50 平成26年３月31日 平成26年６月30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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

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

23,619 5,017 28,636 1,174 29,810 ― 29,810

　セグメント間の内部
　経常収益

73 78 151 188 340 △340 ―

計 23,692 5,095 28,787 1,363 30,150 △340 29,810

セグメント利益 4,937 338 5,275 459 5,734 △10 5,724
 

(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。
　

当第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

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

23,255 5,032 28,288 1,215 29,504 ― 29,504

　セグメント間の内部
　経常収益

72 74 146 222 369 △369 ―

計 23,327 5,107 28,434 1,438 29,873 △369 29,504

セグメント利益 6,711 366 7,078 708 7,786 △10 7,776
 

(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。
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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26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 33,277 33,479 201

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 33,277 33,479 201

その他 ― ― ―

合計 33,277 33,479 201
 

 
当第１四半期連結会計期間(平成26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 32,078 32,292 214

　国債 ― ― ―

　地方債 ― ― ―

　短期社債 ― ― ―

　社債 32,078 32,292 214

その他 ― ― ―

合計 32,078 32,292 214
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２　その他有価証券

前連結会計年度(平成26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 63,370 111,314 47,943

債券 1,360,932 1,385,151 24,219

　国債 527,236 539,760 12,524

　地方債 388,432 395,260 6,828

　短期社債 ― ― ―

　社債 445,263 450,130 4,866

その他 211,004 212,512 1,508

合計 1,635,307 1,708,979 73,671
 

 
当第１四半期連結会計期間(平成26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 64,171 119,440 55,269

債券 1,346,845 1,371,782 24,937

　国債 524,668 536,773 12,104

　地方債 386,703 394,244 7,541

　短期社債 ― ― ―

　社債 435,473 440,764 5,291

その他 267,690 271,243 3,552

合計 1,678,706 1,762,466 83,759
 

(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(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(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、株式77百万円であります。

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(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26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 2,126 12 12

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 ――― 12 12
 

(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26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 2,043 11 11

金利オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 ――― 11 11
 

(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26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 64,448 79 79

為替予約 77,069 △257 △257

通貨オプション 140,435 5 618

その他 409 8 8

合計 ――― △163 450
 

(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26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 61,217 69 69

為替予約 79,181 322 322

通貨オプション 134,191 5 588

その他 332 7 7

合計 ――― 404 988
 

(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

前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 
(4) 債券関連取引

前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結会計期間(平成26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 17,915 △51 △51

債券先物オプション ― ― ―

店頭
債券店頭オプション 7,000 △25 △17

その他 ― ― ―

合計 ――― △76 △68
 

(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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(5) 商品関連取引

前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 
(6) クレジット・デリバティブ取引

前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 
(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

　

共通支配下の取引等

連結子会社同士の合併

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 株式会社十六ディーシーカード 株式会社十六ジェーシービー

事業の内容 クレジットカード業 クレジットカード業
 

(2) 企業結合日

平成26年４月１日

(3) 企業結合の法的形式

株式会社十六ディーシーカードを存続会社、株式会社十六ジェーシービーを消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称

株式会社十六カード

(5) その他取引の概要に関する事項

当行グループ経営の効率化およびクレジットカード業務の強化を目的としております。

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日公表分)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日公表分)に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。

なお、本合併に伴い、持分変動利益284百万円を特別利益に計上しております。
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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25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 円 11.76 14.43

 (算定上の基礎)    

　四半期純利益 百万円 4,395 5,395

　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 4,395 5,395

　普通株式の期中平均株式数 千株 373,717 373,683

   

(2) 潜在株式調整後１株当たり
　　四半期純利益金額

円 10.12 12.48

 (算定上の基礎)    

　四半期純利益調整額 百万円 ― ―

　普通株式増加数 千株 60,532 58,592

　　うち優先株式 千株 60,532 58,496

　　うち新株予約権 千株 ― 96

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)

　該当事項はありません。

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26年８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　　小　　暮　　和　　敏　　㊞  

 

 

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26年４月１日から平成27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26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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26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

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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