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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27年度
第１四半期
連結累計期間

平成28年度
第１四半期
連結累計期間

平成27年度

 

 （自　平成27年
 　　　４月１日
 　至　平成27年
 　　　６月30日）

 （自　平成28年
 　　　４月１日
 　至　平成28年
 　　　６月30日）

 （自　平成27年
 　　　４月１日
 　至　平成28年
 　　　３月31日）

経常収益 百万円 8,726 8,305 32,874

経常利益 百万円 1,749 1,279 5,705

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,093 1,116 －

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 － － 3,677

四半期包括利益 百万円 2,742 △950 －

包括利益 百万円 － － 2,228

純資産額 百万円 120,437 117,929 119,290

総資産額 百万円 1,908,474 1,924,103 1,943,624

１株当たり四半期純利益金額 円 8.11 8.29 －

１株当たり当期純利益金額 円 － － 27.30

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 ％ 6.25 6.07 6.08

（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１四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）純利益金額は、潜在株式がないので記載しておりません。

４　自己資本比率は、（四半期末（期末）純資産の部合計－四半期末（期末）非支配株主持分）を四半期末（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。

　なお、その他の業務を行っていた三重銀ビジネスサービス株式会社は、平成28年３月31日をもって解散し、平成28

年６月27日に清算結了しました。
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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、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、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」については、重要な変更はありません。

　尚、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】

　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。

 

業績の状況

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成28年４～６月）におけるわが国の経済を振り返りますと、雇用のひっ迫感が

強まるなか賃金の伸びが底堅く推移した一方、熊本地震の影響などが消費意欲を押し下げ、個人消費は弱い動き

となりました。また、円高進行や新興国経済の減速を背景に輸出が減少したため、企業の生産活動も勢いを欠く

状況でした。総じてみると、景気は停滞感がみられました。

当行の主な営業地盤であります三重・愛知両県下においても、個人消費がおおむね横這いで推移したほか、主

要産業の電子部品・デバイスや自動車関連を中心に、円高進行や熊本地震による輸出・企業生産への下押し影響

が大きく、景気は足踏みの状況となりました。

このような環境のもと、当行は平成27年４月よりスタートした中期経営計画「成長 ～地域とともに～」を遂行

し、持続的な成長に不可欠な間口の拡大を図りながら、トップライン収益の増強を図りました。

当第１四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収益は、貸出金の利息収入が利回り低下を主

因に減少したことなどから、前第１四半期連結累計期間比4億21百万円減少し83億5百万円となりました。一方、

経常費用は、株式等の売却損・償却が増加したことなどから、前第１四半期連結累計期間比50百万円増加し70億

26百万円となりました。この結果、経常利益は、前第１四半期連結累計期間比4億70百万円減少し12億79百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は、同23百万円増加し11億16百万円となりました。

　セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前第１四半期連結累計期間比2億45百万

円減少し71億11百万円、セグメント利益(経常利益)は、同3億21百万円減少し13億15百万円となりました。また、

「リース業」の経常収益は、前第１四半期連結累計期間比3億3百万円減少し11億46百万円、セグメント利益(経常

利益)は、同3億17百万円減少し40百万円、「信用保証業」の経常収益は、同横這いの1億79百万円、セグメント利

益(経常利益)は、同14百万円減少し81百万円、「その他」の経常収益は、同1億70百万円減少し3億79百万円、セ

グメント利益(経常利益)は、同26百万円減少し36百万円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

　貸出金は、地元事業性貸出金並びに個人ローンの増強に努めました結果、前年度末比44億円増加し1兆3,385億

円となりました。

　預金は、引き続き取引間口の拡大に努めたことにより個人預金は増加したものの、法人等からの預金が減少し

たことにより、預金と譲渡性預金を合わせた残高は前年度末比167億円減少し1兆6,925億円となりました。なお、

前第１四半期連結会計期間末と比較しますと102億円増加しております。

　有価証券は、市場動向を注視しつつ機動的な運用に努めました結果、前年度末比194億円増加し4,563億円とな

りました。

　また、資産は、現金預け金が減少したことなどから前年度末比195億円減少し1兆9,241億円、負債は、預金等が

減少したことなどから同181億円減少し1兆8,061億円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金が減少

したことなどから前年度末比13億円減少し1,179億円となりました。
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(3) 国内・国際業務部門別収支

　資金運用収支は、国内・国際業務部門の資金運用収支がともに減少したことにより、全体で前第１四半期連結

累計期間比1億75百万円減少して40億53百万円となりました。また、全体の役務取引等収支は前第１四半期連結累

計期間比49百万円減少して9億68百万円となり、全体のその他業務収支は同1億28百万円増加して4億88百万円とな

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 3,964 263 － 4,228

当第１四半期連結累計期間 3,878 175 － 4,053

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 4,567 303 △33 4,837

当第１四半期連結累計期間 4,351 208 △28 4,532

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 602 40 △33 609

当第１四半期連結累計期間 473 33 △28 478

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 1,014 3 － 1,017

当第１四半期連結累計期間 965 3 － 968

うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,441 9 － 1,451

当第１四半期連結累計期間 1,385 9 － 1,395

うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 427 6 － 433

当第１四半期連結累計期間 420 6 － 426

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 296 63 － 360

当第１四半期連結累計期間 407 80 － 488

うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 299 63 － 362

当第１四半期連結累計期間 407 80 － 488

うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 2 － － 2

当第１四半期連結累計期間 － － － －

（注）１　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であ

ります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。

２　相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。
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(4) 国内・国際業務部門別役務取引の状況

　国内業務部門の役務取引等収益は、前第１四半期連結累計期間比56百万円減少して13億85百万円、国際業務部

門は同横這いの9百万円となりました。この結果、全体では前第１四半期連結累計期間比56百万円減少して13億95

百万円となりました。

　一方、役務取引等費用は、全体では前第１四半期連結累計期間比7百万円減少して4億26百万円となりました。
 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

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 1,441 9 1,451

当第１四半期連結累計期間 1,385 9 1,395

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 165 － 165

当第１四半期連結累計期間 333 － 333

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 319 9 328

当第１四半期連結累計期間 315 9 325

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 22 － 22

当第１四半期連結累計期間 12 － 12

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 20 － 20

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 24 － 24

当第１四半期連結累計期間 24 － 24

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 162 0 162

当第１四半期連結累計期間 157 0 157

うち投資信託窓販業務
前第１四半期連結累計期間 360 － 360

当第１四半期連結累計期間 214 － 214

うち個人年金保険窓販業務
前第１四半期連結累計期間 292 － 292

当第１四半期連結累計期間 251 － 251

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 427 6 433

当第１四半期連結累計期間 420 6 426

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 61 4 66

当第１四半期連結累計期間 61 4 66

（注）　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であり

ます。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
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(5) 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 合計

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 1,598,721 4,168 1,602,890

当第１四半期連結会計期間 1,604,410 3,778 1,608,188

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 751,511 － 751,511

当第１四半期連結会計期間 784,041 － 784,041

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 833,616 － 833,616

当第１四半期連結会計期間 810,639 － 810,639

うちその他
前第１四半期連結会計期間 13,593 4,168 17,762

当第１四半期連結会計期間 9,729 3,778 13,508

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 79,400 － 79,400

当第１四半期連結会計期間 84,400 － 84,400

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,678,121 4,168 1,682,290

当第１四半期連結会計期間 1,688,810 3,778 1,692,588

（注）１　国内業務部門は円建諸取引、国際業務部門は外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国

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

 

 

(6) 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）

1,317,321 100.00 1,338,577 100.00

製造業 167,113 12.69 168,168 12.56

農業，林業 1,801 0.14 2,115 0.16

漁業 － － 1 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 1,453 0.11 2,672 0.20

建設業 45,024 3.42 46,812 3.50

電気・ガス・熱供給・水道業 29,688 2.25 34,442 2.57

情報通信業 5,856 0.44 5,394 0.40

運輸業，郵便業 53,783 4.08 52,227 3.90

卸売業，小売業 107,938 8.19 111,186 8.31

金融業，保険業 77,384 5.87 68,983 5.15

不動産業 212,226 16.11 216,910 16.21

物品賃貸業 82,797 6.29 77,097 5.76

各種サービス業 79,013 6.00 87,877 6.57

地方公共団体 29,586 2.25 25,047 1.87

その他 423,651 32.16 439,638 32.84

特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 1,317,321 － 1,338,577 －

（注）　「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

 

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

 6/24



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 250,000,000

計 250,000,000

(注)　平成28年６月24日開催の第204期定時株主総会において、当行普通株式について10株を１株に併合する旨、及び株

式併合の効力発生日(平成28年10月１日)をもって発行可能株式総数を250,000,000株から25,000,000株に変更する旨

が承認可決されております。

 

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28年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成28年７月29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 134,830,342 134,830,342

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

株主としての権利内容に制限

のない、標準となる株式

単元株式数は1,000株であり

ます。

計 134,830,342 134,830,342 － －

(注)　平成28年６月24日開催の第204期定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成28年10月１日)をもって単元

株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決されております。

 

(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28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 134,830 － 15,295 － 11,144

 

(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】

①【発行済株式】

平成28年６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 　　174,000
－

株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 133,784,000 133,784 同上

単元未満株式 普通株式 　　872,342 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 134,830,342 － －

総株主の議決権 － 133,784 －

（注）　上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式504株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年６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)      

株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号 174,000 － 174,000 0.12

計 － 174,000 － 174,000 0.12

 

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いて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28年４月１日　至

平成28年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28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 あずさ監査法人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28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

現金預け金 123,045 76,843

コールローン及び買入手形 2,292 1,486

買入金銭債権 2,394 125

商品有価証券 71 74

有価証券 ※２ 436,942 ※２ 456,387

貸出金 ※１ 1,334,087 ※１ 1,338,577

外国為替 2,338 2,398

リース債権及びリース投資資産 7,003 6,985

その他資産 15,574 22,244

有形固定資産 11,003 11,238

無形固定資産 1,806 2,664

退職給付に係る資産 3,757 3,718

繰延税金資産 292 304

支払承諾見返 8,953 6,980

貸倒引当金 △5,939 △5,927

資産の部合計 1,943,624 1,924,103

負債の部   

預金 1,614,544 1,608,188

譲渡性預金 94,800 84,400

債券貸借取引受入担保金 12,238 12,235

借用金 67,173 66,049

外国為替 1 1

その他負債 17,155 20,294

賞与引当金 625 －

退職給付に係る負債 183 187

執行役員退職慰労引当金 56 52

睡眠預金払戻損失引当金 161 156

繰延税金負債 8,439 7,626

支払承諾 8,953 6,980

負債の部合計 1,824,333 1,806,173

純資産の部   

資本金 15,295 15,295

資本剰余金 11,388 11,388

利益剰余金 70,249 70,955

自己株式 △56 △56

株主資本合計 96,876 97,583

その他有価証券評価差額金 22,898 20,659

繰延ヘッジ損益 △1,247 △1,142

退職給付に係る調整累計額 △183 △123

その他の包括利益累計額合計 21,468 19,393

非支配株主持分 945 952

純資産の部合計 119,290 117,929

負債及び純資産の部合計 1,943,624 1,924,103
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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27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

経常収益 8,726 8,305

資金運用収益 4,837 4,532

（うち貸出金利息） 3,732 3,512

（うち有価証券利息配当金） 1,068 991

役務取引等収益 1,451 1,395

その他業務収益 362 488

その他経常収益 ※１ 2,074 ※１ 1,888

経常費用 6,976 7,026

資金調達費用 609 478

（うち預金利息） 320 229

役務取引等費用 433 426

その他業務費用 2 －

営業経費 4,924 4,851

その他経常費用 ※２ 1,006 ※２ 1,269

経常利益 1,749 1,279

特別利益 － －

特別損失 1 0

固定資産処分損 1 0

税金等調整前四半期純利益 1,747 1,279

法人税、住民税及び事業税 239 88

法人税等調整額 413 64

法人税等合計 652 152

四半期純利益 1,094 1,126

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 9

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,093 1,116
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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27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 1,094 1,126

その他の包括利益 1,647 △2,076

その他有価証券評価差額金 1,545 △2,241

繰延ヘッジ損益 123 105

退職給付に係る調整額 △21 59

四半期包括利益 2,742 △950

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,732 △957

非支配株主に係る四半期包括利益 9 7
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月1日　至　平成28年６月30日）

連結の範囲の重要な変更

　三重銀ビジネスサービス株式会社は清算により子会社に該当しないことになったことから、当第１四半期連結

会計期間より連結の範囲から除外しております。

 

 

（会計方針の変更）

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日。以下、

「回収可能性適用指針」という。)を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する

会計処理の方法の一部を見直しております。

　回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、

当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した

場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額

を、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産が3百万円増加し、繰延税金負債が24百万

円減少し、利益剰余金が27百万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28年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

破綻先債権額 868百万円 843百万円

延滞債権額 22,866百万円 22,214百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 1,264百万円 1,229百万円

合計額 24,999百万円 24,286百万円

　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28年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

25,537百万円 25,001百万円

 

 

（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27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

貸倒引当金戻入益 146百万円 11百万円

償却債権取立益 26百万円 0百万円

株式等売却益 138百万円 149百万円

 

※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27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

株式等売却損 －百万円 139百万円

株式等償却 －百万円 24百万円
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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（無形固定資産に係る償却費を含む。）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27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 458百万円 418百万円

 

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27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27年６月19日

定時株主総会
普通株式 437 3.25 平成27年３月31日 平成27年６月22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28年４月１日　至平成28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28年６月24日

定時株主総会
普通株式 437 3.25 平成28年３月31日 平成28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27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益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
信用
保証業

計

経常収益         

外部顧客に対する経常収益 7,310 1,101 128 8,540 234 8,774 △48 8,726

セグメント間の内部経常収

益
45 348 51 445 314 760 △760 －

計 7,356 1,449 179 8,985 549 9,535 △808 8,726

セグメント利益 1,636 357 95 2,089 62 2,151 △401 1,749

（注）１　一般企業の売上高に代えて、それぞれ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、コン

ピュータシステム開発・運行業を含んでおります。

３　外部顧客に対する経常収益の調整額△48百万円は、主に「リース業」及び「信用保証業」の貸倒引当金繰入

額であります。

４　セグメント利益の調整額△401百万円は、セグメント間取引消去であります。

５　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

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28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益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
信用
保証業

計

経常収益         

外部顧客に対する経常収益 6,953 1,126 127 8,207 157 8,365 △59 8,305

セグメント間の内部経常収

益
158 19 51 229 222 452 △452 －

計 7,111 1,146 179 8,437 379 8,817 △512 8,305

セグメント利益 1,315 40 81 1,436 36 1,472 △193 1,279

（注）１　一般企業の売上高に代えて、それぞれ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、コン

ピュータシステム開発・運行業を含んでおります。

３　外部顧客に対する経常収益の調整額△59百万円は、主に「信用保証業」及び「その他」の貸倒引当金繰入額

であります。

４　セグメント利益の調整額△193百万円は、セグメント間取引消去であります。

５　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

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

前連結会計年度（平成28年３月31日）

科目
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 123,045 123,045 －

有価証券 435,720 435,902 182

貸出金 1,334,087   

貸倒引当金 △5,024   

 1,329,063 1,337,429 8,366

資産計 1,887,828 1,896,377 8,548

預金 1,614,544 1,614,622 77

譲渡性預金 94,800 94,800 －

借用金 67,173 67,229 55

負債計 1,776,518 1,776,651 133

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていないもの 2,007 2,007 －

ヘッジ会計が適用されているもの (1,786) (1,786) －

デリバティブ取引計 220 220 －

 

当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日）

科目
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 76,843 76,843 －

有価証券 454,593 454,765 172

貸出金 1,338,577   

貸倒引当金 △5,003   

 1,333,574 1,342,620 9,046

資産計 1,865,011 1,874,230 9,219

預金 1,608,188 1,608,266 77

譲渡性預金 84,400 84,400 －

借用金 66,049 66,099 49

負債計 1,758,638 1,758,766 127

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていないもの 2,266 2,266 －

ヘッジ会計が適用されているもの (1,636) (1,636) －

デリバティブ取引計 629 629 －
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（注）１　現金預け金の時価の算定方法

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

す。

２　有価証券の時価の算定方法

　株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっており

ます。

　私募債は内部格付に基づく区分ごとに、元利金及び保証料の合計額を同様の取引を行った場合に想定される

利率及び保証料率で割り引いて時価を算定しております。

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

ては、「（有価証券関係）」に記載しております。

３　貸出金の時価の算定方法

　貸出金のうち、変動金利によるもので要管理先に対するもの以外のものは、短期間で市場金利を反映するた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。要管理先に対するもの及

び固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）

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

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

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

日（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

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

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

を時価としております。

４　預金及び譲渡性預金の時価の算定方法

　要求払預金については、四半期連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしております。また、定期預金の時価は、預金の種類ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を基礎として

算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。

５　借用金の時価の算定方法

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

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

時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様

の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以

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

６　デリバティブ取引

　デリバティブ取引については、金利関連取引（金利スワップ・金利キャップ・金利スワップション）、通貨

関連取引（通貨スワップ・先物外国為替・通貨オプション）であり、割引現在価値、オプション価格計算モデ

ル等により算出した価額によっております。
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（有価証券関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成28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）

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 － － －

その他 5,000 5,182 182

外国債券 5,000 5,182 182

その他 － － －

合　　計 5,000 5,182 182

 

当第１四半期連結会計期間（平成28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）

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 － － －

その他 5,000 5,172 172

外国債券 5,000 5,172 172

その他 － － －

合　　計 5,000 5,172 172
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２．その他有価証券

前連結会計年度（平成28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 22,163 44,056 21,893

債券 260,127 264,798 4,671

国債 113,779 116,165 2,385

地方債 86,506 87,735 1,229

短期社債 － － －

社債 59,840 60,897 1,056

その他 115,624 121,865 6,241

外国債券 98,778 102,209 3,430

その他 16,845 19,656 2,811

合　　計 397,914 430,720 32,806

 

当第１四半期連結会計期間（平成28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 21,751 40,196 18,444

債券 262,423 267,563 5,140

国債 113,593 116,222 2,629

地方債 88,850 90,162 1,312

短期社債 － － －

社債 59,980 61,178 1,198

その他 135,784 141,833 6,048

外国債券 102,200 106,007 3,806

その他 33,584 35,825 2,241

合　　計 419,960 449,593 29,633

（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。

前連結会計年度に減損処理を行った有価証券はありません。

当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、22百万円(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、以下のとおりであります。

　時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、30％以上下落したものを「著しく下落した」とし、そ

のうち50％以上下落したものは原則全額、30％以上50％未満下落したものは、回復可能性があると認められるも

の以外について減損処理を行っております。市場価格のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の

悪化により実質価額が著しく低下したときは、原則実質価額まで減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

(1）金利関連取引

前連結会計年度（平成28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 155,609 1,358 1,358

金利オプション 100 0 0

その他 1,000 1 1

合　　計 ―――― 1,360 1,360

（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　平成14年２月13日）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28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 159,058 1,558 1,558

金利オプション 100 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 1,558 1,558

（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　平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上

記記載から除いております。

 

(2）通貨関連取引

前連結会計年度（平成28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 231,212 718 718

為替予約 3,300 △72 △72

通貨オプション 204 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 646 646

（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、「銀行業における外貨建取引等の会計処理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25号　平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等に

ついては、上記記載から除いております。
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当第１四半期連結会計期間（平成28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 238,424 711 711

為替予約 2,276 △4 △4

通貨オプション 62 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 707 707

（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、「銀行業における外貨建取引等の会計処理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25号　平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等に

ついては、上記記載から除いております。

 

(3）株式関連取引

　該当事項はありません。

 

(4）債券関連取引

　該当事項はありません。

 

(5）商品関連取引

　該当事項はありません。

 

(6）クレジット・デリバティブ取引

　該当事項はありません。
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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は、次のとおりであります。

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

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 円 8.11 8.29

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,093 1,116

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 1,093 1,116

普通株式の期中平均株式数 千株 134,678 134,655

 

 

（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28年７月29日

株 式 会 社 三 重 銀 行

取 締 役 会　御 中

 

有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安　藤　泰　行　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鬼　頭　潤　子　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 豊　田　裕　一　　㊞

 

　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三重銀

行の平成28年４月１日から平成29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28年４月１日から平成

28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、株式会社三重銀行及び連結子会社の平成28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　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。

 

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

24/24


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

