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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 24,372 26,167 95,844

経常利益 百万円 7,082 6,694 22,535

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 4,801 4,430 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ─ ― 15,508

四半期包括利益 百万円 20,232 △6,084 ―

包括利益 百万円 ─ ― △1,465

純資産額 百万円 369,309 339,465 346,714

総資産額 百万円 5,083,780 5,061,424 5,025,426

１株当たり四半期純利益
金額

円 18.44 17.01 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ─ ― 59.57

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 16.32 15.05 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ─ ― 52.73

自己資本比率 ％ 7.16 6.59 6.79
 

(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　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）期末非支配株主

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、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項の発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。　

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1) 業績の状況

 

　平成28年1月に導入されました「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」による歴史的な低金利環境や中国をはじ

めとする新興国・資源国経済を中心とした海外経済の減速懸念、英国の欧州連合（ＥＵ）からの離脱決定による影

響懸念、国内景気の先行き不透明感など、当行を取り巻く経営環境は厳しさを増しております。また、人口減少や

少子高齢化、ネット社会の急速な進展、AI・IoTの技術革新などを背景に、人口動態や社会構造・経済構造の変化は

さらに加速化していくことが予想されます。

　このような状況のなか、当行は、企業価値・存在価値をさらに高めるため、本年度からスタートした第６次中期

経営計画「チェンジ＆チャレンジ」（期間：3年間：平成28年4月～平成31年3月）において、グループの総力をあげ

て「3つのチェンジ」（①お客さま対応スピードのチェンジ　②組織運営スピードのチェンジ　③コスト構造のチェ

ンジ）と「5つの挑戦」（①地方創生への挑戦　②トップライン増強への挑戦　③生産性向上への挑戦　④強靭な経

営基盤構築への挑戦　⑤戦略的CSRへの挑戦）に取り組んでまいりました。

 

　こうした取組の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおりとなりました。

　経常収益は、26,167百万円で前年同期比1,795百万円の増収となりました。これは、歴史的な低金利環境により、

貸出金利息が同319百万円減少、有価証券利息配当金が同533百万円減少したものの、国債等債券売却益の増加を主

因とするその他業務収益の増加（同1,522百万円）ならびに貸倒引当金戻入益の増加を主因とするその他経常収益の

増加（同1,127百万円）によるものであります。

　一方、経常費用は、19,473百万円で前年同期比2,183百万円の増加となりました。これは、金融派生商品費用の増

加を主因とするその他業務費用の増加（同1,178百万円増加）ならびに貸出金償却の増加を主因とするその他経常費

用の増加（同1,017百万円増加）によるものであります。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比388百万円減益の6,694百万円、親会社株主に帰属

する四半期純利益は同370百万円減益の4,430百万円となりました。

 
　当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、次のとおりであります。

　総資産残高は、5,061,424百万円で前連結会計年度末に比べ35,998百万円の増加となりました。

　資産項目の主要な勘定残高は、有価証券が1,400,892百万円（前連結会計年度末比28,025百万円の減少）、貸出金

が3,267,923百万円（同10,200百万円の増加）であります。

　一方、負債の部の合計は、4,721,959百万円で前連結会計年度末に比べ43,247百万円の増加となりました。

　負債項目の主要な勘定残高は、預金が4,385,765百万円（前連結会計年度末比54,614百万円の増加）、譲渡性預金

が78,922百万円（同5,799百万円の減少）、コールマネーが33,329百万円（同17,955百万円の減少）、債券貸借取引

受入担保金が45,644百万円（同18,707百万円の増加）、借用金が51,263百万円（同754百万円の増加）、新株予約権

付社債が20,582百万円（同1,954百万円の減少）等であります。
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　純資産の部の合計は、339,465百万円で前連結会計年度末比7,249百万円の減少となりました。これは、利益剰余

金が前連結会計年度末比3,258百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が同9,678百万円減少したことが

主因であります。

 

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

 

(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、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要な変更、ま

たは、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(4) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。

 

(5) 生産、受注及び販売の実績

「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しており

ません。

 

(6) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第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 265,450,406 265,450,406
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 265,450,406 265,450,406 ― ―
 

（注）　提出日現在発行数には、平成28年８月１日から報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 

(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

─ 265,450 ─ 33,076 ─ 23,942
 

 

(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ず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成28年３月31日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ───── ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ───── ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

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

5,137,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

257,814 ─────
257,814,000

単元未満株式
普通株式

───── 一単元(1,000株)未満の株式
2,499,406

発行済株式総数 265,450,406 ───── ─────

総株主の議決権 ───── 257,814 ─────
 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式718株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町１番38号 5,137,000 ─ 5,137,000 1.94

計 ───── 5,137,000 ─ 5,137,000 1.94
 

 

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、次の通りであります。

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
代表取締役

常務取締役 今　井　悦　夫 平成28年６月24日

常務取締役 取締役市場金融部長 若　林　岩　男　 平成28年６月24日

常務取締役京都支店長 取締役京都支店長 西　　　基　宏 平成28年６月24日
 

　なお、平成28年６月24日開催の定時株主総会において取締役に就任いたしました、北川　正義は営業統轄部長の委

嘱を受けました。
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第４ 【経理の状況】

 

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第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 187,959 212,634

 コールローン及び買入手形 642 4,257

 買入金銭債権 5,769 5,198

 商品有価証券 201 167

 金銭の信託 8,724 8,724

 有価証券 1,428,917 1,400,892

 貸出金 ※1  3,257,723 ※1  3,267,923

 外国為替 8,778 7,993

 その他資産 70,381 96,367

 有形固定資産 58,626 58,256

 無形固定資産 3,479 3,640

 繰延税金資産 697 660

 支払承諾見返 25,862 25,362

 貸倒引当金 △32,339 △30,655

 資産の部合計 5,025,426 5,061,424

負債の部   

 預金 4,331,151 4,385,765

 譲渡性預金 84,722 78,922

 コールマネー及び売渡手形 51,284 33,329

 債券貸借取引受入担保金 26,937 45,644

 借用金 50,509 51,263

 外国為替 54 58

 新株予約権付社債 22,536 20,582

 その他負債 37,143 36,462

 退職給付に係る負債 13,417 12,755

 役員退職慰労引当金 12 11

 睡眠預金払戻損失引当金 911 911

 利息返還損失引当金 73 68

 偶発損失引当金 217 221

 繰延税金負債 26,539 23,263

 再評価に係る繰延税金負債 7,337 7,337

 支払承諾 25,862 25,362

 負債の部合計 4,678,711 4,721,959
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           (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)

純資産の部   

 資本金 33,076 33,076

 資本剰余金 23,966 23,962

 利益剰余金 172,152 175,411

 自己株式 △3,490 △3,464

 株主資本合計 225,705 228,986

 その他有価証券評価差額金 106,243 96,564

 繰延ヘッジ損益 △1,660 △2,640

 土地再評価差額金 11,798 11,798

 退職給付に係る調整累計額 △820 △713

 その他の包括利益累計額合計 115,560 105,008

 新株予約権 98 85

 非支配株主持分 5,350 5,384

 純資産の部合計 346,714 339,465

負債及び純資産の部合計 5,025,426 5,061,424
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社滋賀銀行(E03575)

四半期報告書

 9/17



(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 24,372 26,167

 資金運用収益 14,774 13,893

  （うち貸出金利息） 9,949 9,629

  （うち有価証券利息配当金） 4,732 4,199

 役務取引等収益 3,546 3,572

 その他業務収益 4,833 6,356

 その他経常収益 ※1  1,216 ※1  2,344

経常費用 17,289 19,473

 資金調達費用 882 818

  （うち預金利息） 564 431

 役務取引等費用 1,105 1,133

 その他業務費用 3,549 4,728

 営業経費 11,666 11,690

 その他経常費用 ※2  85 ※2  1,103

経常利益 7,082 6,694

特別損失 31 9

 固定資産処分損 31 9

税金等調整前四半期純利益 7,051 6,685

法人税、住民税及び事業税 1,625 1,017

法人税等調整額 553 1,162

法人税等合計 2,179 2,180

四半期純利益 4,871 4,504

非支配株主に帰属する四半期純利益 70 74

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,801 4,430
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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 4,871 4,504

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 15,178 △9,716

 繰延ヘッジ損益 293 △980

 退職給付に係る調整額 △110 107

 その他の包括利益合計 15,360 △10,589

四半期包括利益 20,232 △6,084

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 20,158 △6,120

 非支配株主に係る四半期包括利益 74 36
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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)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 
(追加情報)

「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）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

(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 　636百万円 　934百万円

延滞債権額 49,594百万円 　46,821百万円

３ヵ月以上延滞債権額 　338百万円 　313百万円

貸出条件緩和債権額 　15,418百万円 　14,600百万円

合計額 　65,987百万円 　62,669百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

 
前第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 194百万円 　1,043百万円

株式等売却益 299百万円 　909百万円

償却債権取立益 134百万円 　151百万円
 

 

※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)

貸出金償却 23百万円 999百万円
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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。)は、次のとおりであります。

また、のれんの償却額はありません。

 

 
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)

減価償却費 583百万円  685百万円
 

 

(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25日
定時株主総会

普通株式 780 3 平成27年３月31日 平成27年６月26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 1,171 4.5 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】

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

 

(金融商品関係)

　　金融商品関係について記載すべき重要なものはありません。

 

(有価証券関係)

※１　企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。

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

 
その他有価証券

前連結会計年度(平成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 57,819 175,877 118,058

債券 1,039,767 1,065,306 25,539

　国債 407,241 418,273 11,032

　地方債 249,102 255,475 6,373

　社債 383,423 391,557 8,133

その他 176,027 178,975 2,948

合計 1,273,613 1,420,160 146,546
 

 

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 58,947 159,869 100,922

債券 1,029,016 1,057,608 28,591

　国債 398,916 412,341 13,425

　地方債 247,167 253,486 6,319

　社債 382,933 391,780 8,847

その他 171,643 174,938 3,295

合計 1,259,607 1,392,417 132,809
 

(注)　１．四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）は、当第１四半期連結会計期間末日（連結会計年度

末日）における市場価格等に基づいております。

　　　２．上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。

　　　３．その他有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該

時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(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。

　前連結会計年度ならびに当第１四半期連結累計期間における減損処理額はありません。

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

会社区分ごとに次のとおり定めております。
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　　　　　破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第１四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落

している場合、要注意先については第１四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した

場合、正常先については第１四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合又は

30％以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。

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

意先以外の債務者であります。

 

(金銭の信託関係）

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

 

(デリバティブ取引関係)

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

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎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)１株当たり四半期純利益金額 円 18.44 17.01

(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 4,801 4,430

　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 4,801 4,430

　普通株式の期中平均株式数 千株 260,319 260,323

(２)潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額

円 16.32 15.05

(算定上の基礎)    

　親会社株主に帰属する
　四半期純利益調整額

百万円 ― ―

　普通株式増加数 千株 33,757 33,927

（うち転換社債型新株予約
権付社債）

千株 33,613 33,755

　（うち新株予約権） 千株 143 172

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28年８月２日

株式会社滋賀銀行

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　木　村　文　彦　　　　 ㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　崎　雅　則　　　　 ㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　鈴　木　朋　之　　　　 ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社滋賀銀

行の平成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、株式会社滋賀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

 
 

（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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