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 （注）１．当行及び国内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５ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３．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。 

なお、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。 

４．平成20年度第３四半期連結累計期間、平成20年度第３四半期連結会計期間及び平成21年度第３四半期連結会

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20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

累計期間 

平成20年度 
第３四半期連結

会計期間 

平成21年度 
第３四半期連結 

会計期間 
平成20年度 

(自 平成20年 
４月１日 

至 平成20年 
12月31日)

(自 平成21年 
４月１日 

至 平成21年 
12月31日)

(自 平成20年 
10月１日 

至 平成20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20年 
４月１日 

至 平成21年 
３月31日)

経常収益 百万円  30,516  29,581  10,033  9,827  40,351

経常損失（△） 百万円  △4,473  △1,761  △3,314  △2,232  △6,692

四半期純利益又は四半期

純損失（△） 
百万円  △2,036  1,072  △2,883  △2,005 ―― 

当期純損失（△） 百万円 ―― ―― ―― ――  △3,809

純資産額 百万円 ――  ――   38,938  78,417  38,204

総資産額 百万円 ――  ――   1,742,378  1,779,086  1,706,928

１株当たり純資産額 円 ――  ――   109.97  105.93  87.23

１株当たり四半期純利益

金額（△は１株当たり四

半期純損失金額） 

円  △8.22  3.54  △11.62  △6.62 ―― 

１株当たり当期純損失金

額 
円 ―― ―― ―― ――  △16.71

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
円  －  2.83  －  － ―― 

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 ％ ――  ――   1.97  4.17  1.97

銀行法上の自己資本比率 

（連結） 
％ ――  ――   7.23  11.07  7.44

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円  19,417  △39,018 ――  ――   3,531

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円  11,997  △8,929 ――  ――   10,103

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円  △214  33,800 ――  ――   2,879

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
百万円 ――  ――   66,259  37,456  51,585

従業員数 人 ――  ――   1,530  1,554  1,511
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計期間については、四半期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を記載して

おりません。 

５．平成20年度については、当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を記載

しておりません。 

６．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－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。 

７．銀行法上の自己資本比率（連結）は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定めら

れた算式に基づき算出しております。当行は国内基準を採用しております。 

  

 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、主要な関係会社についても、異動はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

(1）連結会社における従業員数 

 （注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員718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。 

(2）当行の従業員数 

 （注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員667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。 

  

 「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【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 
 

 

1,554

[632]

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 
 

 

1,448

[610]

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】
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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、文中の将来に関する事項は、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。 

優先株式による希薄化リスク 

当行は、当第３四半期連結会計期間において、第二種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）を

175,000,000株発行しており、本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」といいます。）は平成22年12月

29日から平成36年12月28日までの間、後述「第4提出会社の状況 １株式等の状況 （１）株式の総数等」に

記載の条件で、当行に対し、当行普通株式と引換えに、本優先株式の取得を請求することができます（以下

「本取得請求権」といいます。）。 

また、当行は、平成36年12月28日までに本取得請求権が行使されなかった本優先株式を、平成36年12月29日

をもって、後述「第4提出会社の状況 １株式等の状況 （１）株式の総数等」に記載の条件で、当行普通株

式と引換えに取得致します。 

以上のとおり、本優先株式に関する本取得請求権の行使及び当行による本優先株式の取得に伴い、当行は、

大で833,333,333株（当四半期連結会計期間末現在の発行済普通株式数303,275,878株に対して274.77%）の

普通株式を本優先株主に対し交付する可能性があり、その場合、当行普通株式の既存持分の希薄化が生じる可

能性があります。 

なお、平成31年12月29日以降、当行は、後述「第4提出会社の状況 １株式等の状況 （１）株式の総数

等」に記載の条件で、金銭を対価として本優先株式の全部または一部を取得することができます。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(1）業績の状況 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資や雇用環境に下げ止まり感が出ているものの、足

元の改善スピードが減速し依然として厳しい状況が続きました。 

当行は、「雨でも傘をさし続ける銀行」を標榜し、地域への総合金融サービスの提供を通じて「地域から頼ら

れる銀行」となるためにグループ一丸となり全力を尽くしております。 

また、当行は地域経済の環境が厳しい状況であることを鑑み、中小企業等への貸出増加が重要な責務と捉え、

地域の中小企業金融の一層の円滑化を目的に改正金融機能強化法に基づく公的資金による資本増強を行いまし

た。これに伴い、平成21年10月から平成24年３月までを集中期間とする経営強化計画を作成し、役職員一丸とな

って掲げた諸施策を着実に達成するよう努力しており、「役に立つ銀行」、「信頼される銀行」、「発展する銀

行」という経営理念に基づき、経営体力を強化するために、営業力、収益力の強化と徹底した経営の効率化・合

理化に努めております。 

当第３四半期連結会計期間における主な項目の実績につきましては、預金は、個人預金が前連結会計年度末比

98億円増加し、法人預金が前連結会計年度末比247億円増加したことから、当第３四半期連結会計期間末残高は

前連結会計年度末比372億円増加の１兆6,129億円となりました。 

貸出金は、靴底を減らしてお客様回りを徹底し地域への円滑な資金供給に努めたことから、当第３四半期連結

会計期間末残高は前連結会計年度末比84億円増加の１兆1,881億円となりました。 

一方、収益につきましては、当第３四半期連結会計期間の資金運用収益が前年同四半期連結会計期間比５億34

百万円減少の72億２百万円、資金調達費用が前年同四半期連結会計期間比４億65百万円減少の７億79百万円とな

り、資金運用収支は前年同四半期連結会計期間比69百万円減少の64億22百万円となりました。 

役務取引等収支は、手数料収入の減少などにより、前年同四半期連結会計期間比27百万円減少の４億62百万円

となりました。 

また、株式等の減損処理については、当第３四半期連結会計期間において16億48百万円行いましたが、前年同

四半期連結会計期間比10億73百万円の減少となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の経常利益は前年同四半期連結会計期間比10億81百万円損失が減少し22

億32百万円の損失となり、四半期純利益は前年同四半期連結会計期間比８億78百万円損失が減少し20億５百万円

の損失となりました。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

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】
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① 国内業務部門・国際業務部門別収支 

当四半期連結会計期間の資金運用収支の合計（相殺消去後）は、前年同四半期連結会計期間比69百万円減少

して64億22百万円となりました。部門別では、国内業務部門が貸出金利回りの低下を主要因とする資金運用収

益の減少により前年同四半期連結会計期間比86百万円減少して62億74百万円、国際業務部門が前年同四半期連

結会計期間比18百万円増加して１億44百万円となりました。 

役務取引等収支の合計（相殺消去後）は、国内業務部門の役務取引等収益が減少した結果、前年同四半期連

結会計期間比27百万円減少して４億62百万円となりました。 

その他業務収支の合計（相殺消去後）は、国内業務部門のその他業務費用の増加により、前年同四半期連結

会計期間比２億４百万円減少して△１億77百万円となりました。  

 （注）１．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引分は国際業務部門に含めております。 

２．連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。 

３．資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息（前

第３四半期連結会計期間４百万円、当第３四半期連結会計期間24百万円）が含まれております。 

  

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  6,361  125  △4  6,492

当第３四半期連結会計期間  6,274  144  △3  6,422

うち資金運用収益 
前第３四半期連結会計期間  7,658  131  52  7,737

当第３四半期連結会計期間  7,105  170  73  7,202

うち資金調達費用 
前第３四半期連結会計期間  1,296  5  56  1,245

当第３四半期連結会計期間  830  26  77  779

役務取引等収支 
前第３四半期連結会計期間  482  12  5  489

当第３四半期連結会計期間  455  11  4  462

うち役務取引等収益 
前第３四半期連結会計期間  1,150  19  68  1,101

当第３四半期連結会計期間  1,115  17  53  1,079

うち役務取引等費用 
前第３四半期連結会計期間  668  7  63  612

当第３四半期連結会計期間  660  5  49  616

その他業務収支 
前第３四半期連結会計期間  △2  29  －  27

当第３四半期連結会計期間  △303  126  －  △177

うちその他業務収益 
前第３四半期連結会計期間  71  29  －  101

当第３四半期連結会計期間  217  126  －  343

うちその他業務費用 
前第３四半期連結会計期間  74  －  －  74

当第３四半期連結会計期間  521  －  －  521
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況 

当四半期連結会計期間の役務取引等収益の合計（相殺消去後）は、前年同四半期連結会計期間比22百万円減

少して10億79百万円となりました。部門別では国内業務部門が為替業務等の減少により前年同四半期連結会計

期間比35百万円減少して11億15百万円となり、国際業務部門が前年同四半期連結会計期間と同程度の17百万円

となりました。 

役務取引等費用の合計（相殺消去後）は、前年同四半期連結会計期間比４百万円増加して６億16百万円とな

りました。部門別では国内業務部門が６億60百万円となり、国際業務部門が５百万円となりました。 

 （注）１．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引分は国際業務部門に含めております。 

２．連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。 

  

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  1,150  19  68  1,101

当第３四半期連結会計期間  1,115  17  53  1,079

うち預金・貸出業務 
前第３四半期連結会計期間  196  －  －  196

当第３四半期連結会計期間  192  －  －  192

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間  400  19  0  419

当第３四半期連結会計期間  370  17  0  386

うち証券関連業務 
前第３四半期連結会計期間  146  －  －  146

当第３四半期連結会計期間  177  －  －  177

うち代理業務 
前第３四半期連結会計期間  183  －  －  183

当第３四半期連結会計期間  169  －  －  169

うち貸金庫・保護預

り業務 

前第３四半期連結会計期間  11  －  －  11

当第３四半期連結会計期間  11  －  －  11

うち保証業務 
前第３四半期連結会計期間  124  －  59  64

当第３四半期連結会計期間  109  －  46  63

役務取引等費用 
前第３四半期連結会計期間  668  7  63  612

当第３四半期連結会計期間  660  5  49  616

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間  83  7  0  90

当第３四半期連結会計期間  78  5  0  83
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③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高（末残） 

 （注）１．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引分は国際業務部門に含めております。 

２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

３．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

４．連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。 

  

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  1,612,089  5,147  7,353  1,609,883

当第３四半期連結会計期間  1,615,439  6,929  9,376  1,612,993

うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間  663,011  －  6,203  656,808

当第３四半期連結会計期間  651,814  －  7,826  643,988

うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間  938,096  －  1,150  936,946

当第３四半期連結会計期間  957,685  －  1,550  956,135

うちその他 
前第３四半期連結会計期間  10,980  5,147  －  16,128

当第３四半期連結会計期間  5,939  6,929  －  12,869

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間  －  －  －  －

当第３四半期連結会計期間  －  －  －  －

総合計 
前第３四半期連結会計期間  1,612,089  5,147  7,353  1,609,883

当第３四半期連結会計期間  1,615,439  6,929  9,376  1,612,993
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④ 国内・海外別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況（残高・構成比） 

  

業種別 
平成20年12月31日 

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）  1,195,964  100.00

製造業  183,127  15.31

農業  1,226  0.10

林業  5  0.00

漁業  147  0.01

鉱業  279  0.02

建設業  79,069  6.61

電気・ガス・熱供給・水道業  1,756  0.15

情報通信業  4,451  0.37

運輸業  30,101  2.52

卸売・小売業  115,862  9.69

金融・保険業  62,314  5.21

不動産業  157,603  13.18

各種サービス業  165,380  13.83

地方公共団体  7,688  0.64

その他  386,948  32.36

海外及び特別国際金融取引勘定分  －  －

政府等  －  －

金融機関  －  －

その他  －  －

合計  1,195,964  ―― 
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（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。 

２．日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、第１四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更して

おります。 

  

(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キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローはコー

ルローン等の増加などにより175億円の支出となり、前年同四半期連結会計期間比270億円支出が増加いたしまし

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などにより84億円の支出となり、前年同四

半期連結会計期間比279億円支出が増加いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローについては株式の発

行による収入などにより347億円の収入となり、前年同四半期連結会計期間比349億円収入が増加いたしました。

現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前年同四半期連結会計期間末比288億円減少の374億

円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

 第２四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等はありません。 

 また、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新設、除却等の計画はありませ

ん。 

  

業種別 
平成21年12月31日 

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）  1,188,195  100.00

製造業  187,562  15.78

農業、林業  1,035  0.09

漁業  140  0.01

鉱業、採石業、砂利採取業  227  0.02

建設業  73,763  6.21

電気・ガス・熱供給・水道業  1,549  0.13

情報通信業  5,808  0.49

運輸業、郵便業  30,146  2.54

卸売業、小売業  101,379  8.53

金融業、保険業  43,209  3.64

不動産業、物品賃貸業  199,122  16.76

各種サービス業  142,929  12.03

地方公共団体  19,173  1.61

その他  382,146  32.16

海外及び特別国際金融取引勘定分  －  －

政府等  －  －

金融機関  －  －

その他  －  －

合計  1,188,195 ―― 

第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

（２）設備の新設、除却等の計画
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①【株式の総数】 

（注）計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。 

 ②【発行済株式】 

（注）１．提出日現在の普通株式発行数には、平成22年２月１日から四半期報告書を提出する日までに第一種優先株式の

取得と引換えにより交付した普通株式数の増加は含まれておりません。 

２．以下の株式は、当行普通株式の交付と引換えに、当該株式の取得を請求することができます。 

なお、当行株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価格が修正されます。これにより、

当行株式の価格が下落した場合は、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度

及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。 

第一種優先株式 

修正の基準：５連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値の92％ 

修正の頻度：１ヶ月に１回 

取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限：105円（提出日現在） 

第二種優先株式 

修正の基準：30連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値 

修正の頻度：１ヶ月に１回 

取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限：42円（提出日現在） 

３．第一種優先株式及び第二種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。 

４．第一種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(１)剰余金の配当 

①当行は、本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」という。）または本優先株式の登録株式質権者

（以下「本優先登録株式質権者」という。）に対しては剰余金の配当を行わない。ただし、平成21年3月

31日に終了する事業年度より、当該事業年度中に、株式会社東京証券取引所において、当行の普通株式

（以下「当行普通株式」という。）の普通取引の終値が(5)④に規定する下限交付価額を下回る取引日 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,218,000,000

 第一種優先株式  5,000,000

 第二種優先株式  200,000,000

計  1,218,000,000

種類 
第３四半期会計期間
末現在発行数（株） 
(平成21年12月31日) 

提出日現在発行数（株）
(平成22年２月12日) 

（注）１  

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  303,275,878  303,275,878
東京証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元株式数1,000株  

第一種優先株式 

（行使価額修正条

項付新株予約権

付社債券等）  

 1,440,000  1,440,000 ― 
（注）２、３、４、

６、７ 

第二種優先株式 

（行使価額修正条

項付新株予約権

付社債券等） 

 175,000,000  175,000,000 ― 
（注）２、３、５、

６、７ 

計  479,715,878  479,715,878 ─ ─ 
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（以下に定義する）が100日に達した場合、当行定款第38条に定める剰余金の配当を行なうときは、本優

先株主および本優先登録株式質権者に対し、当行普通株式を有する株主（以下「当行普通株主」とい

う。）または当行普通株式の登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、125円の当該事業年度に

関する剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。）を行なう。

本要項において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日で、当行普通株式の普通

取引の終値の公表された日をいう。 

②ある事業年度において、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して行なう金銭による剰余金の配当

の総額が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本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行なわない。 

④当行は、本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、当行の定款第39条に定める中間配当を行な

わない。 

(２)残余財産の分配 

当行の残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、当行普通株主または

当行普通株式の登録株式質権者に先立ち、本優先株式１株につき5,000円の金銭を他の種類の優先株式の株

主と同順位にて支払う。本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産を分配し

ない。 

(３)議決権 

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、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および無償割当等 

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

行は、本優先株主に対して、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えない。当行は、本優先株主に対して、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)取得請求権 

本優先株主は、当行に対し、以下の各号に従い、当行普通株式の交付と引換えに、本優先株式の取得を請

求することができる。 

①本優先株式の取得を請求することができる期間 

平成19年8月13日から平成29年6月29日 

②本優先株式の取得と引換えに交付する株式の種類および数の算定方法 

本優先株式１株の取得と引換えに交付すべき当行普通株式の数は、優先株式１株の払込金相当額を以下

に定める交付価額で除して得られる数とする。 

交付すべき当行普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、会社

法第167条第３項に定める金銭の交付は行わないものとする。 

③当初交付価額 

当初交付価額は、平成19年7月27日から３連続取引日の株式会社東京証券取引所における当行普通株式

の普通取引の毎日の終値の平均値の100％に相当する金額とする。かかる計算においては、円位未満小数

第１位まで算出し、小数第１位を切捨てる。 

④交付価額の修正 

交付価額は、本優先株式の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）に、決定日まで(当日

を含む)の直前の５連続取引日（ただし、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの

５連続取引日とする。）の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値の平均

値の92％に相当する金額に修正され、決定日の翌取引日より適用される。かかる計算においては、円位未

満小数第１位まで算出し、小数第１位を切捨てる。かかる計算で修正された交付価額を以下「修正後交付

価額」という。 

ただし、かかる算出の結果、修正後交付価額が当初交付価額の50％相当額（円位未満小数第１位まで算

出し、小数第１位を切捨てる。ただし、(5)⑤乃至⑨による調整を受ける。以下「下限交付価額」とい

う。）を下回る場合には、修正後交付価額は下限交付価額とし、当初交付価額の200%相当額（円位未満小

数第１位まで算出し、小数第１位を切捨てる。ただし、(5)⑤乃至⑨による調整を受ける。以下「上限交

付価額」という。）を上回る場合には、上限交付価額とする。 

⑤交付価額の調整 

当行は、本優先株式の発行後、(5)⑥に掲げる各事由により当行の発行済普通株式数に変更を生じる場

合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもっ

て交付価額を調整する。 

-10-



⑥交付価額調整式により本優先株式の交付価額の調整を行う場合およびその調整後の交付価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(ⅰ)(5)⑧(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当行普通株式を交付する場合（ただし、当行の発

行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合または当行普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。）そ

の他の証券若しくは権利の請求または行使による場合を除く。） 

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期間 終日

とする。以下同じ。）の翌日以降、また、当行普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅱ)株式分割または無償割当てにより当行普通株式を発行する場合 

調整後の交付価額は、当行普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当行普通株式の無償割当

てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当行

普通株式の無償割当てについて当行普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合ま

たは株主（普通株主を除く。）に当行普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌

日以降、これを適用する。 

(ⅲ)(5)⑧(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって当行普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権

付株式若しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）または(5)⑧(ⅱ)に定め

る時価を下回る対価をもって当行普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を

発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の交付価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式または新株予約権その他

の証券または権利の全てが当初の条件で請求または行使されて当行普通株式が交付されたものとみなし

て交付価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日、また無償割当

ての場合は効力発生日の翌日）以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当行普通株式の対価が取得請求権付株式若し

くは取得条項付株式または新株予約権その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合

は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項付

株式または新株予約権その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使さ

れ当行普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が

確定した日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅳ)当行普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権その他の

証券若しくは権利（⑥(ⅳ)において、以下「取得請求権付株式等」と総称する。）の当初発行条件に従

って当行普通株式１株あたりの対価（⑥(ⅳ)において、以下「取得価額等」という。）の下方修正等が

行われ（⑥乃至⑨と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等がなされた

後の当該取得価額等が、当該修正が行われる日（⑥(ⅳ)において、以下「修正日」という。）における

(5)⑧(ⅱ)に定める時価を下回る価額になる場合 

ア．当該取得請求権付株式等に関し、⑥(ⅲ)による交付価額の調整が修正日前に行われていない場

合、調整後の交付価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転

換、交換または行使され当行普通株式が交付されたものとみなして⑥(ⅲ)の規定を準用して算出す

るものとし、修正日の翌日以降、これを適用する。 

イ．当該取得請求権付株式等に関し、⑥(ⅲ)または上記ア．による交付価額の調整が修正日前に行わ

れている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正日時点の条件で転換、交換ま

たは行使され当行普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修

正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の交付価額は、当該超過株

式数を交付価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、交付価額調整式を準用して算出するもの

とし、修正日の翌日以降、これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われ

る場合には、調整後の交付価額は、当該修正された取得価額等のうちの も低いものについて、交

付価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降、これを適用する。 

        既発行 

普通株式数
＋ 

交付普通株式数 × １株あたりの払込金額 

調整後 

交付価額 
＝ 

調整前 

交付価額 
× 

１株あたり時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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なお、ここで完全希薄化後普通株式数とは、調整後の交付価額を適用する日の１ヶ月前の日にお

ける当行の発行済普通株式数から、当該日における当行の有する当行普通株式数を控除し、当該交

付価額の調整以前に、⑥乃至⑨に基づき「交付普通株式数」とみなされた当行普通株式のうち未だ

交付されていない当行普通株式の株式数を加えたものとする（当該交付価額の調整において本号な

らびに次号に基づき「交付普通株式数」に該当するものとみなされることとなる当行普通株式数を

含む。）。 

(ⅴ)⑥(ⅲ)および(ⅳ)における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得また

は行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金

額を、その取得または行使に際して交付される当行普通株式の数で除した金額をいう。 

(ⅵ)⑥(ⅰ)乃至(ⅳ)の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当行の機関の承認を条件と

しているときは、⑥(ⅰ)乃至(ⅳ)にかかわらず、調整後の交付価額は、当該承認があった日の翌日以

降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本優先株式の取得請求権

を行使した本優先株主に対しては、調整前交付価額により当該期間内に交付された当行普通株式に加

え、次の算出方法により得られた当行普通株式を交付するものとする。 

 この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。 

⑦交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、交付価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の交付価額の調整を必要とする事由が発生し交

付価額を算出する場合は、交付価額調整式中の調整前交付価額に代えて、調整前交付価額からこの差額を

差引いた額を使用する。 

⑧(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切捨てる。 

(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値

（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、

小数第１位を切捨てる。 

(ⅲ)交付価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）があ

る場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は調整後の交付価額を適用

する日の１ヶ月前の日における当行の発行済普通株式数から、当該日における当行の有する当行普通株

式の数を控除した数とする。また、(5)⑥(ⅱ)の基準日における当行の有する当行普通株式に割り当て

られる当行普通株式数を含まないものとする。 

⑨(5)⑥の交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当行は、必要な交付価額の調

整を行う。 

(ⅰ)株式の併合、資本の減少、当行を存続会社とする合併、当行を承継会社とする吸収分割、当行を完全

親会社とする株式交換のために交付価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ)その他当行の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により交付価額の調整

を必要とするとき。 

(ⅲ)交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

⑩(5)④乃至⑨に定めるところにより交付価額の修正または調整を行うときは、当行はあらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、修正前または調整前の交付価額、修正後または調整後の交付価額およびその

適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本優先株主に通知する。 

⑪取得請求受付場所 

日本証券代行株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 

⑫取得請求権の行使の方法 

(ⅰ)本優先株式の取得請求受付事務は、(5)⑪に定める取得請求受付場所（以下「取得請求受付場所」と

いう。）においてこれを取り扱う。 

  

株式数 

  

＝ 

  

（ 調整前交付価額 － 調整後交付価額 ） 

  

× 

調整前交付価額により当該期間 

内に交付された当行普通株式数 

調整後交付価額 
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(ⅱ)本優先株式の取得請求をしようとするときは、当行の定める取得請求書（以下「取得請求書」とい

う。）に、取得請求権を行う日等を記載して、これに記名捺印した上、当該本優先株式を添えて取得請

求可能期間中に取得請求受付場所に提出しなければならない。 

ただし、本優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しない。 

(ⅲ)取得請求受付場所に対し取得請求書を提出した者は、その後これを撤回することはできない。 

(ⅳ)本優先株式の取得請求の効力は、取得請求に要する書類の全部（以下「書類等」という。）が取得請

求受付場所に到着した日または本優先株式の取得請求を行う日として取得請求書に記載された日のいず

れか遅いほうの日（以下「効力発生日」という。）に発生する。 

⑬株券の交付方法 

当行は、本優先株式の取得請求の効力発生日後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式につ

いては定款の定めに従い株券を発行しない。 

(６)一斉取得 

 当行は、取得を請求することができる期間中に取得の請求がなされなかった本優先株式を、平成29年6月

30日（以下「一斉取得日」という。）をもって、本優先株式1株の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当行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。以下「一斉取得価額」という。）で除して得られる数の

当行普通株式の交付と引換えに取得する。ただし、平均値の計算は、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。この場合、平均値が下限交付価額を下回るときは、当該下限交付価額で除して

得られる数の当行普通株式の交付と引換えに取得する。上記普通株式の数の算出に当たって１株に満たない

端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。一斉取得日に先立つ45取引日目

以降、(5)⑤乃至⑨で定める交付価額の調整事由が生じた場合には、一斉取得価額は、本要項に従い当行取

締役会が適当と判断する値に調整される。 

(７)その他 

①上記の他、本優先株式の発行に関して必要な事項は当社代表取締役頭取に一任する。 

②会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当行は

必要な措置を講ずる。 

③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。 

④単元株式数は1,000株であります。 

５．第二種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(１)第二種優先配当金 

①第二種優先配当金 

当行は、定款第37条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主

名簿に記録された第二種優先株式を有する株主（以下、「第二種優先株主」という。）または第二種優先

株式の登録株式質権者（以下、「第二種優先登録株式質権者」という。）に対し、当該剰余金の配当に係

る基準日の 終の株主名簿に記録された当行の普通株式（以下、「普通株式」という。）を有する株主

（以下、「普通株主」という。）および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、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記録された当行の第一種優先株式

（以下、「第一種優先株式」という。）を有する株主（以下、「第一種優先株主」という。）または第一

種優先株式の登録株式質権者（以下、「第一種優先登録株式質権者」という。）と同順位にて、第二種優

先株式１株につき、第二種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第二種優先株式につき、株式

の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）

に、下記②に定める配当年率（以下、「第二種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（円

位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）（以下、「第二種優先配当金」とい

う。）の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登

録株式質権者に対して(２)に定める第二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。 

②第二種優先配当年率 

平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第二種優先配当年率 

第二種優先配当年率＝初年度第二種優先配当金÷第二種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただ

し、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があ

った場合には、適切に調整される。） 
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上記の算式において「初年度第二種優先配当金」とは、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額

（ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由

があった場合には、適切に調整される。）に、下記に定める日本円TIBOR（12ヶ月物）（ただし、第二

種優先株式の発行決議日を第二種優先配当年率決定日として算出する。）に1.15％を加えた割合（％未

満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を乗じて得られる数に、94/365を乗じて

算出した額の金銭（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）とする。 

平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率 

第二種優先配当年率＝日本円TIBOR（12ヶ月物）＋1.15％ 

なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率は、％未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

上記の算式において「日本円TIBOR（12ヶ月物）」とは、毎年の4月1日（ただし、当該日が銀行休業

日の場合はその直後の営業日）（以下「第二種優先配当年率決定日」という。）の午前11時における日

本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協

会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR

（12ヶ月物）が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時

現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円

LIBOR12ヶ月物（360日ベース））として、英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を、日本円

TIBOR（12ヶ月物）に代えて用いるものとする。 

ただし、上記の算式の結果が８％を超える場合には、第二種優先配当年率は８％とする。 

③非累積条項 

ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額

が第二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。 

④非参加条項 

第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の

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。 

(２)第二種優先中間配当金 

当行は、定款第38条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の 終の株主名簿に記録

された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立

ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式１株につき、第二種優

先配当金の額の２分の１を上限とする金銭（以下、「第二種優先中間配当金」という。）を支払う。 

(３)残余財産の分配 

①残余財産の分配 

当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株

主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、

第二種優先株式１株につき、第二種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第二種優先株式につ

き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整さ

れる。）に下記③に定める経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

②非参加条項 

第二種優先株主または第二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経過第二種優先配当金相当額 

第二種優先株式１株当たりの経過第二種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分

配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含

む。）までの日数に第二種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第４位

まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第二種

優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して第二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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(４)議決権 

第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第二

種優先株主は、定時株主総会に第二種優先配当金の額全部（第二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）の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第二種優先配当金

の額全部（第二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）の支払を受ける旨の議案が定時

株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第二種優先配当金の額全部（第二種

優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間

は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。 

(５)普通株式を対価とする取得請求権 

①取得請求権 

第二種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する

第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第二

種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当

該第二種優先株主に対して交付するものとする。 

②取得を請求することができる期間 

平成22年12月29日から平成36年12月28日まで（以下「取得請求期間」という。）とする。 

③取得と引換えに交付すべき財産 

当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に第

二種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記④な

いし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二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ときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。 

④当初取得価額 

普通株式１株当たりの取得価額(以下「取得価額」という)は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取

引日目に始まる30連続取引日（取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所における当行の普

通株式の終値（気配表示を含む。以下、「終値」という。）が算出されない日を除く。）の毎日の終値の

平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。ただ

し、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤取得価額の修正 

取得請求期間において、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、取得価額は、決定日

の翌日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日（終値が算出されない日を除く。）の毎日の終値の平均

値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）に修正される。た

だし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価

額は下限取得価額とする。なお、上記30連続取引日の初日以降決定日まで（当日を含む。）の間に、下記

⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整

される。 

⑥上限取得価額 

取得価額には上限を設けない。 

⑦下限取得価額 

下限取得価額は42円（ただし、下記⑧による調整を受ける。）。 

⑧取得価額の調整 

(ⅰ)第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取得価額を含

む。）を次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整する（以下、調整後の取得価

額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り捨てる。 

        既発行 

普通株式数
＋ 

交付普通株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後 

取得価額 
＝ 

調整前 

取得価額 
× 

１株当たりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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ア．取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普

通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当行の普通株式の交付を請求できる

取得請求権付株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において

同じ。）その他の証券（以下「取得請求権付株式等」という。）、または当行の普通株式の交付と引

換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券（以

下「取得条項付株式等」という。）が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合

を除く。） 

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同

じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける

権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す

る。 

イ．株式の分割をする場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における

当行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして取

得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。 

ウ．取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記(ⅳ)に定義する意味を有する。以下本ウ．、下

記エ．およびオ．ならびに下記(ⅲ)エ．において同じ。）をもって当行の普通株式の交付を請求でき

る取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当

ての場合はその効力発生日）に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた

め若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初

の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出

し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以

降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し

た場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価

額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得また

は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定

日の翌日以降これを適用する。 

エ．当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本(ⅰ)または

(ⅱ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日

（以下「修正日」という。）における修正後の価額（以下「修正価額」という。）が取得価額調整式

に使用する時価を下回る場合 

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行

使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日

以降これを適用する。 

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価

額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下「調整係数」

という。）を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。 

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記ウ．または本エ．による調整が行われてい

ない場合 

調整係数は１とする。 

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ．または本エ．による調整が行われて

いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて

いる場合 

調整係数は１とする。 

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記ウ．または本エ．による直前の調

整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。 

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ．または本エ．による調整が行われて

いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて

いない場合 

調整係数は、上記ウ．または本エ．による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得

価額で除した割合とする。 
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オ．取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株

式を交付する場合 

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記ウ．またはエ．による取得価額の調整が行われて

いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通

株式数（下記(ⅴ)に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該

超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既

発行普通株式数を超えないときは、本オ．による調整は行わない。 

カ．株式の併合をする場合 

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数（効力発生日に

おける当行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示して交付

普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。 

キ．上記ア．ないしカ．にかかわらず、第一種優先株式の交付価額が修正され、またはその一斉取得に

際して一斉取得価額が決定される場合については、本⑧による取得価額の調整は行わない。 

(ⅱ)上記(ⅰ)ア．ないしキ．に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、

取得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額

（下限取得価額を含む。）に変更される。 

(ⅲ)ア．取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ５連続取引日の終

値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り捨てる。なお、上記５連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた

場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。 

イ．取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有

効な取得価額とする。 

ウ．取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記(ⅰ)ア．な

いしウ．に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。）の、基

準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数（自己株

式である普通株式数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき「交付普通

株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数（ある取得請求権付株式等

について上記(ⅰ)エ．(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日（当該日を含む。）からは、

当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(ⅰ)エ．(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された

上記(ⅰ)ウ．またはエ．に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まな

い。）を加えたものとする。 

エ．取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記(ⅰ)ア．の場合には、当該払込金

額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額）、上記(ⅰ)

イ．およびカ．の場合には０円、上記(ⅰ)ウ．ないしオ．の場合には価額（ただし、エ．の場合は修

正価額）とする。 

(ⅳ)上記(ⅰ)ウ．ないしオ．および上記(ⅲ)エ．において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得

条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資され

る財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または

取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または

行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。 

(ⅴ)上記(ⅰ)オ．において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通

株式数から、上記(ⅲ)ウ．に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式

数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株

式数を加えたものとする。 

(ⅵ)上記(ⅰ)ア．ないしウ．において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準

日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合に

は、上記(ⅰ)ア．ないしウ．の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の

終結の日の翌日以降にこれを適用する。 

(ⅶ)取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまると

きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必

要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調

整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 
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⑨合理的な措置 

上記④ないし⑧に定める取得価額（(７)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。）

は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定

が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合（第一種優先株式および第二種優先株式の相互の

取得価額調整の結果、完全希薄化後普通株式数が発行可能株式総数を超過することになる場合を含むが、

これに限られない）には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる

ものとする。 

⑩取得請求受付場所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 

日本証券代行株式会社 

⑪取得請求の効力発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生

する。 

(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 

当行は、平成31年12月29日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したとき

は、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会

は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日（開催日を含む。）の全ての日において終値が下限取得価

額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ

る。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第二種優

先株主に対して交付するものとする。なお、第二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。取得日の決定後も(５)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。 

②取得と引換えに交付すべき財産 

当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式１株につき、第二種優先株式１株当たりの

払込金額相当額（ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれ

に類する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭

を交付する。なお、本②においては、(３)③に定める経過第二種優先配当金相当額の計算における「残余

財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第二種優先配当金

相当額を計算する。 

(７)普通株式を対価とする取得条項 

①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二種優先株式の全てを、取得請求期間の

末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得する。この場合、当行は、かかる第二種優先株

式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式１

株当たりの払込金額相当額（ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合

またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を、下記②に定める普通株

式の時価（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株

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。 

②一斉取得価額 

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値（終値が

算出されない日を除く。）に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨て

る。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額

は下限取得価額とする。 

(８)株式の分割または併合および株式無償割当て 

①分割または併合 

当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同

一の割合で行う。 

②株式無償割当て 

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式

の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。 
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(９)法令変更等 

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会

は合理的に必要な措置を講じる。 

(10)その他 

①上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。 

②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。 

③単元株式数は1,000株であります。 

６．第一種優先株式及び第二種優先株式の株主と当行との間に、権利の行使に関する事項及び株券の売買に関する

取決めはありません。 

７．株式の種類による議決権の差異 

第一種優先株式及び第二種優先株式の株主は、当行が残余財産を分配するときには当行普通株主に先立ち

残余財産を分配されることから、株主総会において議決権を有しません。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし  

 （注）１．平成21年11月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法447条第１項の規定に基づき、資本金を

20,000,000千円減少しその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金のうち6,294,403千円を繰越利益剰余

金へ振り替え、欠損てん補に充当したものであります。 

２．平成21年11月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法448条第１項の規定に基づき、資本準備金を

5,587,866千円減少しその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金のうち5,587,866千円を繰越利益剰余金

へ振り替え、欠損てん補に充当したものであります。 

３．有償第三者割当  発行株式数 175,000千株  発行価格 200円  資本組入額 100円 

  

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【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21年12月10日 

（注）１、２ 

 

 

－

普通株式 

 

第一種優先株式 

 

303,275

1,440

 △20,000,000  21,153,769  △5,587,866  －

平成21年12月28日 

（注）３ 

第二種優先株式 

 175,000

普通株式 

 

第一種優先株式 

 

第二種優先株式

303,275

1,440

175,000

 17,500,000  38,653,769  17,500,000  17,500,000
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当第３四半期会計期間末現在の株主名簿において、株式会社びわこ銀行及び小倉クラッチ株式会社が大株

主でなくなり、以下の株式会社整理回収機構及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が

大株主になっております。  

（注）株式会社りそな銀行から平成21年12月28日現在の保有株式数を記載した大量保有報告書が平成22年１月７日近畿財

務局に提出されておりますが、以下の提出者について、当行として当第３四半期会計期間末現在における実質所有株

式数の確認ができておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

①【発行済株式】 

 （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４千株含まれておりま

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４個含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

（５）【大株主の状況】

氏名又は名称 住   所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社整理回収機構 東京都中野区本町二丁目46番１号  175,000  36.47

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  4,569  0.95

氏名又は名称 住   所 
保有株券等の数 

（千株） 
株券等保有割合 

（％） 

預金保険機構 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号  13,632  2.84

（６）【議決権の状況】

  平成21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 
第一種優先株式 

第二種優先株式

 1,440,000

175,000,000
―― 

「１株式等の状況」の 

「(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  459,000 ―― 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元株式数1,000株  

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式  301,016,000  301,016 同上 

単元未満株式 普通株式  1,800,878 ―― 同上 

発行済株式総数  479,715,878 ―― ―― 

総株主の議決権 ――  301,016 ―― 

  平成21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（％） 

株式会社東和銀行 
前橋市本町二丁目

12番６号 
 459,000  －  459,000  0.09

計 －  459,000  －  459,000  0.09
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 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。 

  

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。

２【株価の推移】

月別 
平成21年 

４月 
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

高（円）  64  53  82  69  67  66  67  63  63

低（円）  47  48  51  52  61  57  55  56  55

３【役員の状況】

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日  

常務取締役 

前橋営業本部長 兼 本店

営業部長 兼 前橋営業本

部 新前橋支店長 兼 大

胡支店長 

常務取締役 

前橋営業本部長  

兼 本店営業部

長 

玉置 勝広 平成21年10月１日

常務取締役 ―――― 取締役 浦和支店長 福田 忍 平成21年10月１日

取締役 浦和支店長 取締役 総合企画部長 角山 雅典 平成21年10月１日
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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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第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の状況、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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 

至平成20年12月31日）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツの四半期レビューを受け、また、当第

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）及び当第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については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビュ

ーを受けております。 

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。  

   

第５【経理の状況】
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 ※2  43,745 ※2  52,957

コールローン及び買入手形 55,289 3,273

買入金銭債権 211 205

商品有価証券 36 30

有価証券 ※2  454,500 ※2  439,061

貸出金 ※1  1,188,195 ※1  1,179,742

外国為替 1,588 895

その他資産 ※2  14,885 ※2  15,044

有形固定資産 ※3  26,651 ※3  27,138

無形固定資産 1,131 1,322

繰延税金資産 4,550 5,215

支払承諾見返 7,562 7,478

貸倒引当金 △19,259 △25,438

資産の部合計 1,779,086 1,706,928

負債の部   

預金 1,612,993 1,575,762

コールマネー及び売渡手形 32,000 41,300

借用金 4,346 4,501

外国為替 7 22

社債 13,600 15,000

その他負債 13,559 8,177

賞与引当金 5 231

退職給付引当金 11,828 11,671

役員退職慰労引当金 231 177

睡眠預金払戻損失引当金 214 251

偶発損失引当金 706 517

繰延税金負債 40 40

再評価に係る繰延税金負債 3,573 3,592

支払承諾 7,562 7,478

負債の部合計 1,700,669 1,668,724

純資産の部   

資本金 38,653 41,153

資本剰余金 31,205 5,587

利益剰余金 2,055 △10,927

自己株式 △108 △106

株主資本合計 71,806 35,707

その他有価証券評価差額金 104 △4,337

土地再評価差額金 2,368 2,395

評価・換算差額等合計 2,473 △1,941

少数株主持分 4,138 4,439

純資産の部合計 78,417 38,204

負債及び純資産の部合計 1,779,086 1,706,928

-23-



（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20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

経常収益 30,516 29,581

資金運用収益 23,057 21,831

（うち貸出金利息） 19,583 17,997

（うち有価証券利息配当金） 3,228 3,671

役務取引等収益 3,526 3,331

その他業務収益 192 452

その他経常収益 3,740 3,965

経常費用 34,990 31,342

資金調達費用 3,866 2,592

（うち預金利息） 3,258 2,094

役務取引等費用 1,886 1,838

その他業務費用 185 563

営業経費 16,605 16,915

その他経常費用 ※1  12,446 ※1  9,432

経常損失（△） △4,473 △1,761

特別利益 1,733 2,930

固定資産処分益 0 5

償却債権取立益 1,375 994

貸倒引当金戻入益 － 1,920

リース会計基準の適用に伴う影響額 352 －

その他の特別利益 4 9

特別損失 130 88

固定資産処分損 22 33

減損損失 107 55

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,869 1,081

法人税、住民税及び事業税 92 39

法人税等調整額 △858 △35

法人税等合計 △765 3

少数株主利益又は少数株主損失（△） △67 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,036 1,072
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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20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,869 1,081

減価償却費 1,130 1,066

減損損失 107 55

のれん償却額 61 －

負ののれん償却額 △75 －

貸倒引当金の増減（△） △244 △6,178

賞与引当金の増減額（△は減少） △225 △225

退職給付引当金の増減額（△は減少） △383 156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △109 54

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 74 △37

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 362 189

資金運用収益 △23,057 △21,831

資金調達費用 3,866 2,592

有価証券関係損益（△） 4,581 2,722

為替差損益（△は益） △26 64

有形固定資産売却損益（△は益） 36 －

固定資産処分損益（△は益） － 37

商品有価証券の純増（△）減 72 △6

貸出金の純増（△）減 △30,464 △8,452

預金の純増減（△） 6,497 37,231

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△252 △155

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △605 △4,916

コールローン等の純増（△）減 20,655 △52,022

買入金銭債権の純増（△）減 114 －

コールマネー等の純増減（△） 18,998 △9,300

外国為替（資産）の純増（△）減 1,264 △692

外国為替（負債）の純増減（△） △28 △15

資金運用による収入 23,116 21,841

資金調達による支出 △3,266 △2,831

その他 211 600

小計 19,540 △38,970

法人税等の支払額 △122 △47

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,417 △39,018
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 △57,836 △103,017

有価証券の売却による収入 57,058 71,201

有価証券の償還による収入 13,003 22,963

有形固定資産の取得による支出 △154 △123

有形固定資産の売却による収入 21 46

子会社株式の取得による支出 △96 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,997 △8,929

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付社債の買入消却による支出 － △826

株式の発行による収入 － 34,933

少数株主への配当金の支払額 △209 △306

自己株式の取得による支出 △4 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △214 33,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,227 △14,129

現金及び現金同等物の期首残高 35,031 51,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 66,259 37,456
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該当事項なし 

  

  

該当事項なし 

  

【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】

【簡便な会計処理】

  
当第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） 

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、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、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。 

５．連結会社相互間の債権債務及び取引

の相殺消去 

 連結会社相互間の債権債務につきましては、合理的な範囲内で、当該債権

の額と債務の額の差異の調整を行わずに相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引につきましては、取引金額の差異を合理的な方法に

より相殺消去しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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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21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。 

※１．貸出金のうち、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 3,856百万円

延滞債権額 79,190百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円

貸出条件緩和債権額 15,534百万円

破綻先債権額 3,960百万円

延滞債権額 82,547百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円

貸出条件緩和債権額 13,961百万円

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。 

 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 

 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べ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。 

現金預け金 16百万円

有価証券 71,341百万円

その他資産 23百万円

※２．担保に供している資産 

  

  

  

現金預け金 15百万円

有価証券 50,455百万円

その他資産 207百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 26,861百万円 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 26,969百万円

（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20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

※１．その他経常費用には、貸出金償却 百万円、貸

倒引当金繰入額 百万円及び株式等償却 百万

円を含んでおります。 

3,391

1,095 4,489

※１．その他経常費用には、貸出金償却 百万円及び

株式等償却 百万円を含んでおります。 

3,643

2,681

（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20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

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 

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） （単位：百万円）

平成20年12月31日現在 平成21年12月31日現在 

  

現金預け金勘定 68,021

定期預け金 △128

その他 △1,633

現金及び現金同等物 66,259

現金預け金勘定 43,745

定期預け金 △88

その他 △6,200

現金及び現金同等物 37,456
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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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項なし 

３．配当に関する事項 

該当事項なし 

  

４．株主資本の金額の著しい変動 

変動の内容は、以下のとおりであります。 

（注）１．平成21年11月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法447条第１項の規定に基づき、資

本金を20,000,000千円減少しその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金のうち6,294,403

千円を繰越利益剰余金へ振り替え、欠損てん補に充当したものであります。  

２．平成21年11月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法448条第１項の規定に基づき、資

本準備金を5,587,866千円減少しその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金のうち

5,587,866千円を繰越利益剰余金へ振り替え、欠損てん補に充当したものであります。 

  

（株主資本等関係）

  当第３四半期連結会計期間末株式数（千株） 

発行済株式   

普通株式  303,275

種類株式 

第一種優先株式 

第二種優先株式  

  

 

  

1,440

175,000

合計  479,715

自己株式   

普通株式  459

種類株式 

第一種優先株式 

第二種優先株式 

  

 

  

－

－

合計  459

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計  

前連結会計年度末残高（百万円） 41,153 5,587  △10,927  △106 35,707

当第３四半期連結会計期間末まで

の変動額（累計）  
          

資本金の減少   （注）１ △20,000 13,705  6,294  － －

資本剰余金の減少 （注）２ － △5,587  5,587  － －

新株の発行  17,500 17,500  －  － 35,000

四半期純利益（累計） － －  1,072  － 1,072

自己株式の取得 － －  －  △1 △1

土地再評価差額金の取崩 － －  27  － 27

当第３四半期連結会計期間末まで

の変動額（累計）合計 
△2,500 25,617  12,982  △1 36,099

当第３四半期連結会計期間末残高

（百万円） 
38,653 31,205  2,055  △108 71,806
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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） 

 （注）１．一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。 

２．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

(1）銀行業務……………銀行業務 

(2）リース業務…………リース業務 

(3）その他の業務………輸送業務、信用保証業務、クレジットカード業務、その他 

  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、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、該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、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。 

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
銀行業務 

（百万円） 
リース業務 
（百万円） 

その他の業
務(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 
 26,777  3,163  576  30,517  (0)  30,516

(2）セグメント間の内部経

常収益 
 163  221  565  950  (950)  －

計  26,940  3,384  1,142  31,467  (950)  30,516

経常利益又は経常損失(△)  △5,032  282  276  △4,473  －  △4,473

  
銀行業務 

（百万円） 
リース業務 
（百万円） 

その他の業
務(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 
 26,246  2,773  561  29,581  －  29,581

(2）セグメント間の内部経

常収益 
 147  218  500  866  (866)  －

計  26,394  2,991  1,061  30,447  (866)  29,581

経常利益又は経常損失(△)  △2,097  178  158  △1,761  －  △1,761

【所在地別セグメント情報】

【国際業務経常収益】
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当第３四半期連結会計期間末 

※ 本項目は企業集団の事業の運営において重要なものとして記載しております。当第３四半期連結会計期間

末は以下のとおりであります。 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年12月31日現在） 

 （注） 時価は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年12月31日現在） 

（注）１．四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。 

２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価

が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表

計上額とするとともに、評価差額を当第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、2,840百万円（時価のある株式1,745百万円、時価のない株

式438百万円、時価のある社債158百万円、受益証券498百万円）であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、第３四半期連結会計期間末の時価が簿価に比べて

50％以上下落した銘柄は全て減損処理、第３四半期連結会計期間末の時価が簿価に比べて30％以上50％未満下落

した銘柄は回復可能性なしと判断したものを減損処理、時価のないものは発行主体の財政状態の悪化により実質

価額が著しく低下したものを減損処理しています。 

（追加情報） 

変動利付国債の時価については、金融市場の混乱により市場価格が理論価格と大幅に乖離があったことから時価と

みなせない状態にあると判断し、平成20年度中間連結会計期間末から市場価格に替え合理的に算定された価額をもっ

て貸借対照表計上額としておりましたが、市場価格と理論価格の乖離が縮小してきていることから、平成21年度中間

連結会計期間末から市場価格をもって貸借対照表計上額としております。これにより、当第３四半期連結会計期間末

において、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」は4,661

百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は2,777百万円減少、繰延税金負債は1,884百万円減少しております。 

  

（有価証券関係）

  
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） 

国債  69,015  70,366  1,350

地方債  30,798  31,829  1,030

社債  199  201  1

その他  16,560  16,294  △265

合計  116,573  118,690  2,117

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円） 
評価差額（百万円） 

株式  13,498  15,548  2,050

債券  286,912  286,376  △535

国債  242,490  241,319  △1,171

地方債  18,636  19,073  436

社債  25,785  25,983  198

その他  21,888  21,267  △621

合計  322,299  323,192  892
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該当事項なし 

  

当第３四半期連結会計期間末 

 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ありません。 

  

該当事項なし 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

２．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四半期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 

  

該当事項なし 

  

（金銭の信託関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

    
当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年12月31日） 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円  105.93  87.23

    
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額（△は１株当

たり四半期純損失金額） 
円  △8.22  3.54

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額 
円  －  2.83

    
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額       

四半期純利益又は四半期純損失（△） 百万円  △2,036  1,072

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又は 

四半期純損失（△） 
百万円  △2,036  1,072

普通株式の期中平均株式数 千株  247,636  302,825

  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額      

四半期純利益調整額 百万円  －  －

普通株式増加数 千株  －  75,295

うち優先株式 千株  －  75,295

（重要な後発事象）
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(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  

  

  

２【その他】

  （単位：百万円）

    
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 
  

当第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） 

経常収益   10,033  9,827

資金運用収益   7,737  7,202

（うち貸出金利息）   6,527  5,954

（うち有価証券利息配当金）    1,128  1,170

役務取引等収益   1,101  1,079

その他業務収益   101  343

その他経常収益   1,092  1,202

経常費用   13,347  12,060

資金調達費用   1,245  779

（うち預金利息）   1,032  620

役務取引等費用   612  616

その他業務費用   74  521

営業経費   5,454  5,726

その他経常費用 ※1 5,961 ※1 4,415

経常損失（△）   △3,314  △2,232

特別利益   264  288

固定資産処分益   －  4

償却債権取立益   264  283

その他の特別利益   －  0

特別損失   9  5

固定資産処分損   9  5

税金等調整前四半期純損失（△）   △3,059  △1,949

法人税、住民税及び事業税   58  10

法人税等調整額   △226  21

法人税等合計   △168  32

少数株主利益又は少数株主損失（△）   △7  23

四半期純損失（△）   △2,883  △2,005

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

※１．その他経常費用には、貸出金償却 百万円、貸

倒引当金繰入額 百万円、株式等償却 百万円を

含んでおります。 

1,890

314 2,722

※１．その他経常費用には、貸出金償却 百万円、貸

倒引当金繰入額 百万円、株式等償却 百万円を

含んでおります。 

1,561

119 1,648
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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20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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） 

 （注）１．一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。 

２．各事業の主な内容は次のとおりであります。 

(1）銀行業務……………銀行業務 

(2）リース業務…………リース業務 

(3）その他の業務………輸送業務、信用保証業務、クレジットカード業務、その他 

  

（所在地別セグメント情報） 

前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間において、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、該当事項はありません。 

  

（国際業務経常収益） 

前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間において、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。 

  

  
銀行業務 

（百万円） 
リース業務 
（百万円） 

その他の業
務(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 
 8,848  941  243  10,033  (0)  10,033

(2）セグメント間の内部経

常収益 
 54  66  176  298  (298)  －

計  8,903  1,008  420  10,331  (298)  10,033

経常利益又は経常損失(△)  △3,472  57  100  △3,314  －  △3,314

  
銀行業務 

（百万円） 
リース業務 
（百万円） 

その他の業
務(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 
 8,666  939  221  9,827  －  9,827

(2）セグメント間の内部経

常収益 
 48  67  163  279  (279)  －

計  8,714  1,007  385  10,107  (279)  9,827

経常損失(△)  △2,145  △9  △76  △2,232  －  △2,232
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③ １株当たり四半期純損益金額等 

（注）１．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

２．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及び当第３四半期連結会

計期間において四半期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

(2）その他 

該当事項ありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

    
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額（△は１株当た

り四半期純損失金額） 
円  △11.62  △6.62

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円  －  －

    
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額       

四半期純損失（△） 百万円  △2,883  △2,005

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損失（△） 百万円  △2,883  △2,005

普通株式の期中平均株式数 千株  248,119  302,820

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

  平成２１年２月９日 

株 式 会 社 東 和 銀 行   

  取 締 役 会  御中       

  監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 梅津 知充 ㊞   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 宮崎 茂 ㊞   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 吉田 波也人 ㊞   

 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東和銀

行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20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、株式会社東和銀行及び連結子会社の平成20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 

（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。 

２．四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。 



  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

  平成２２年２月５日 

株 式 会 社 東 和 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 吉田 波也人 ㊞   

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 嶋田 篤行 ㊞   

 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東和銀

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、株式会社東和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 

（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。 

２．四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。 


