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経営方針

基本方針

十六銀行は金融機関としての
公共的使命を遂行することによって

地域社会に奉仕する。

十六銀行は広い視野に立ち、
つねに合理性を貫き

堅実な経営により発展をはかる。

十六銀行はすべての職員が
安定した生活ができるよう努力する。

トップメッセージ

（平成23年9月30日現在）

当行の概要

創業	 明治10年10月
本店所在地	 岐阜市
営業拠点数
本支店		………………………… 136か店
出張所		…………………………… 11か所
ローンサービスセンター	 … 20か所
海外駐在員事務所	…… 2か所（香港・上海）
店舗外ATM	………………… 233か所
資本金	 368億円
従業員数	 3,027名
預金残高	 4兆1,442億円
貸出金残高	 3兆1,083億円
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岐阜銀行との統合効果の
早期発現・最大化をはかりつつ、成長戦略を加速し、

「新・十六銀行」としての
企業価値を高めていきます

　平素より十六銀行をご利用、お引き立ていただき、誠にあ
りがとうございます。
　ここに、当行の営業の概況や平成23年9月期決算の状
況を皆さまにご理解いただくため、ミニディスクロージャー誌
を発刊いたしました。
　金融機関を取り巻く環境をみますと、東日本大震災の影
響による供給制約がほぼ解消し、景気は回復基調にある
ものの、世界経済が不安定な状況にあるなかで、国内経済
の縮小も懸念されており、今後も厳しい経営環境が続くも
のとみられます。
　このような状況のもと、当行は、地域金融機関として、地
域のお客さまからのさまざまなニーズに的確にお応えして
いくなかで、持続的な成長を目指し、収益力の強化および
健全性の向上に努めていかなければなりません。
　かかる課題に対し、当行は、平成２３年度から平成２５年度
までの３か年を計画期間とする「第１２次中期経営計画～
輝かしい明日へのテイクオフ～」に基づき、岐阜銀行との円
滑な合併に向けての取組みを強化するとともに、収益性・
健全性の向上、コンプライアンスの徹底に努めております。
　また、こうした取組みを通じて、「東海地区においてNo.１
の銀行」を目指し、一層の企業価値の向上に邁進してまい
る所存であります。
　皆さまにおかれましては、今後とも引き続きご支援賜りま
すようお願い申しあげます。

平成23年12月

取締役頭取
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あなたのメインバンク

預金残高 コア業務純益 OHR Tier1比率 与信費用率
（最終年度末） （最終年度末） （最終年度） （最終年度末） （最終年度）
5兆円 250億円 67%未満 7.5%以上 0.25%未満

● 資本の質の向上
● 資産の質の向上

● 愛知県 
   「地元化」戦略の推進
● 岐阜県 
   磐石な取引基盤の確立

財務体質の強化
資産規模の拡大

収益力の強化
顧客基盤の拡大

経営の効率化
生産性の向上

企業価値の向上

コストシナジーの追求・経営資源配分の最適化
店舗統廃合

岐阜銀行店舗の活用
システム統合
事務統合

人材の適正配置
人材育成

企業文化・人材の融合　経営管理態勢の高度化

合併
システム統合
店舗統廃合

平成24年9月

第12次
中期経営計画
終了

平成26年3月

第12次
中期経営計画
スタート

平成23年4月

岐阜銀行
子会社化

平成22年12月

❶お客さまへの適切な対応
❷人員の適正配置、役員派遣
❸システム統合の準備

❹商品の統一
❺関連会社の最適化
❻ノウハウの共有

合併に向けた準備〜顧客対応・インフラ整備〜
❶統合効果の発現・最大化
❷成長戦略の加速

合併〜インフラの活用〜

長期ビジョンの実現

輝かしい明日へのテイクオフ

平成23年度から3か年を計画期間とする
「第12次中期経営計画〜輝かしい明日
へのテイクオフ〜」をスタートさせました。
本経営計画においては、「東海地区にお
いてNo.1の銀行」、「岐阜県と愛知県をつ
なぐ銀行」、「地域経済、地域社会に貢献
する銀行」を長期ビジョンとして掲げ、か
かるビジョン実現のファースト・ステップと
して、岐阜銀行との統合効果の早期発
現・最大化をはかりつつ、成長戦略を加速
し、企業価値を高めてまいります。

「新」十六銀行グループ

当行は、平成22年12月に岐阜銀行との
間で株式交換を実施し、岐阜銀行を子会
社とすることで、新しい十六銀行グルー
プとしてスタートしました。
平成24年9月18日に予定している当行
と岐阜銀行との合併に向け、お客さまの
利便性に最大限配慮しつつ、各種準備作
業を進めてまいります。

第12次中期経営計画

●�㈱岐阜銀行〈銀行業〉� ●�十六ビジネスサービス㈱〈事務受託業務〉� ●�㈱十六ディーシーカード〈クレジットカード業務〉�
●�㈱十六ジェーシービー〈クレジットカード業務〉� ●�十六リース㈱〈リース業務〉� ●�十六コンピュータサービス㈱〈コンピュータ関連業務〉�
●�十六信用保証㈱〈信用保証業務〉� ●�十六キャピタル㈱〈投融資業務〉� ●�ぎふぎんビジネスサービス㈱〈事務受託業務〉�
●�ぎふぎん保証サービス㈱〈信用保証業務〉� ●�ぎふぎんカード㈱〈クレジットカード業務〉

十六銀行グループのご紹介
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地域の皆さまへの貸出の状況

十六銀行は、岐阜県・愛知県を主要な地盤とする地域金融 機関として、
地域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住みよい  地域社会の実現に貢献したいと考えています。

総貸出金残高に占める岐阜・愛知県内での貸出金残高割合は93.4%、総貸出先数に占める岐阜・愛知県内
での貸出先数割合は99.7%です。今後も引き続き、地域経済の発展に貢献できる金融機関を目指します。

岐阜・愛知県内での
貸出金残高
2兆9,041億円

93.4%
岐阜・愛知県内での
貸出金残高割合
（岐阜・愛知県内での
	貸出金残高/総貸出金残高）

岐阜・愛知県内での
貸出先数
130,920先

99.7%
岐阜・愛知県内での
貸出先数割合
（岐阜・愛知県内での
	貸出先数/総貸出先数）

中小企業等
貸出金残高
2兆4,067億円

77.4%
中小企業等
貸出金残高割合
（中小企業等貸出金残高/
	総貸出金残高）

岐阜・愛知県内での
預金残高

4兆1,067億円

99.0%
岐阜・愛知県内での
預金残高割合
（岐阜・愛知県内での預金残高/総預金残高）

中小企業等に対する貸出の状況

（平成23年9月30日現在）
※総貸出金残高	3兆1,083億円

（平成23年9月30日現在）
※総貸出先数	131,239先

（平成23年9月30日現在）
※総預金残高	4兆1,442億円

地域の皆さまからのお預入れの状況

平成23年9月末時点での総預金残
高4兆1,442億円のうち、岐阜・愛
知県内での預金残高は4兆1,067
億円で、99.0%を占めています。

地
域
の
皆
さ
ま
と
の

お
取
引
状
況

地域の皆さまとともに

（平成23年9月30日現在）
※総貸出金残高	3兆1,083億円
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地域密着型金融の取組みについて

十六銀行は、岐阜県・愛知県を主要な地盤とする地域金融 機関として、
地域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住みよい  地域社会の実現に貢献したいと考えています。

平成23年4月から新たにスタートした第12次中期経営計画では、地域密着型金融の推進を基本方針として掲げ、「お取引先企業の
支援・育成」、「地域経済の活性化」、「地域社会への貢献」に取り組んでおります。

＜主な取組み＞
重点項目 具体的な施策

ライフサイクルに応じた
取引先企業の支援の一層の強化

●�創業・新事業支援への取組み
　・民間主導型ベンチャー支援組織「NOBUNAGA21」の活用
●�経営改善への取組み
　・「インドネシアビジネスセミナー」、「タイ王国ビジネスセミナー」の開催
　・「第8回三行ビジネス商談会」の開催	 ・「病院経営戦略セミナー2011」の開催
●�事業再生支援への取組み
　・TKC中部会との提携による経営改善計画策定支援の開始
●�事業承継支援への取組み
　・コンサルティングの実施による事業承継の支援

事業価値を見極める
融資手法をはじめ中小企業に
適した資金供給手法の徹底

●�不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資への取組み
　・「新・成長戦略ファンド」の取扱い
●�資金調達手法の多様化への取組み
　・「電子記録債権セミナー」の開催	 ・岐阜県信用保証協会「海外投資関係保証」制度の活用

地域の情報集積を活用した
持続可能な地域経済への貢献

●�地域再生・地域貢献への取組み
　・「東海経済活性化フォーラム」の開催	 ・「6次産業化セミナー」の開催
●�多様な金融サービスの提供に向けた取組み
　・「かがく・さんすうアカデミー5」の開催	 ・「WAKU!WAKU!キッズフェスタ!2」の開催

当行がCS（顧客満足度）においても「東海地区No.1バンク」となることを目指し、「お客さまを3S（=Smile、Speed、Service）
の応対でお迎えします!!」をCSテーマとして、女性CS向上ユニット「JUICES」を中心としたCS向上運動を展開しています。
この「3S」を実現するため、お客さまのニーズを把握し心配りや思いやりのある応対を可能とするツールとして、「顧客別対応
事例集」を発行して活用しています。

女性CS向上ユニット「JUICES」の活動内容について

じ ゅ う ろ く 掲 示 板
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十六銀行は、オフィシャルスポンサーとして、
「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」を応援しています。
平成24年9月に開催される「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」に対して、当行はオフィシャルス
ポンサー第1号として表明を行い、チャリティゴルフを開催するなど積極的に応援してきまし
た。一方で当行は来年9月に岐阜銀行との合併を控えていますが、「新」十六銀行グループ
として取り組む最初の重要な地域貢献として❶グループ全役職員がミナモピンバッジを着
用すること、❷全営業車両に大会ステッカーを貼付すること、❸全営業店・関連会社に大会
公式ポスターやのぼりを掲示することを実施し、また、グループ役職員延べ1,000人が両
大会のボランティアとして参加することにより、大会の盛大な開催を支援していきます。

卓球部の活躍 
～地域の皆さまに愛されるチーム作りを目指して

当行卓球部は昭和55年創部以来、皆
さまの温かいご支援のもと地道な努力
を重ね、7月に開催された「全日本実業
団卓球選手権大会」において準優勝す
るなど、女子トップチームの一つとして
活躍しています。また、「ぎふ清流国体」
に向けてジュニア層の強化と普及活動
を積極的に行っています。

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」
開催概要

������������冬季競技会������������

スピードスケート��
2012年1月28日（土）〜1月31日（火）
スキー� �
2012年2月14日（火）〜2月17日（金）
�������������本大会 ������������
2012年9月29日（土）〜10月9日（火）

������������ �会 期 � �����������
2012年10月13日（土）〜10月15日（月）

第12回全国障害者スポーツ大会

～地域の皆さまとともに積極的な社会貢献活動を展開～

十六銀行のCSR

当行所属スピードスケート選手の活躍
当行所属のスピードスケート選手が、
「ワールドカップスピードスケート競技会」
の代表選手に選出されるなど、国内外の
大会で好成績を収めており、平成２４年１
月開催の「ぎふ清流国体（冬季競技会）」
での活躍が大いに期待されています。第67回国民体育大会

010_9337428072312.indd   5 2011/11/19   7:35:41

6

「十六銀行地域社会貢献推進委員会」の活動
十六グループ会社役職員が、地域の清掃活動や祭
り、集団献血等に参加するなど、積極的に地域社会
への貢献活動に取り組んでいます。

平成23年5月に開催された「高橋尚子杯ぎふ清流
マラソン」を通じて、地域社会への貢献と、東日本大
震災被災地復興支援チャリティに協賛しました。

「高橋尚子杯ぎふ清流マラソン」に協賛
心と心を

つなぐのは今
Run for 東日本

写真提供：ぎふ清流マラソン実行委員会

じゅうろくカップU-11サッカー大会 中津川夏祭り（おいでん祭り）

長良川を美しくしよう運動
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十六銀行は、自ら行う環境保全活動だけではなく、
お客さまのさまざまな環境活動を支援いたします。

～人と環境にやさしい金融機関を目指して～

十六銀行のCSR

省エネルギー・節電の取組み
東日本大震災以降、電力需給のひっ迫により
全国的に省エネ・節電に対する機運が高まりま
した。
十六銀行は本店ビルおよび事務センターにて
環境マネジメントシステムの国際規格
ISO14001の認証を取得し、これまでも環境
保全活動の推進をしてまいりましたが、特に震
災後はISO活動のノウハウも活かし全店規模
で省エネ・節電に努めています。

節電営業中ポスター（平成23年夏）平成23年7月には岐阜県主催の「岐阜省エネ
対策シンポジウム」にパネリストとして参加し、
十六銀行の取組みやその成果を広く県民の皆
さまに紹介するなど、地域にお
ける環境活動の推進に貢献し
ています。

岐阜省エネ対策シンポジウムの様子

本店ビルの節電活動の例

大会議室の使用制限

事務室照明の減灯
（3灯から2灯へ）

可能な限り
ダウンライト消灯

晴天時午後
西側ブラインドの有効活用

ビル管理会社による
デマンドコントロール

こまめな
消灯も心がけました

O F F
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環境対応型金融商品の取扱い
法人のお客さまへ
企業の環境配慮行動を金融面から支援する環境金融への取
組みの一環として、「じゅうろく環境格付融資制度」（平成22
年12月より）ならびに「じゅうろく
環境私募債」（平成23年3月より）
の取扱いを開始しています。その
他に、環境問題対応支援ローン
「エブリサポート21」を取り扱って
います。

環境格付認定証

地域における環境金融の実現を目指して

企業の
環境配慮行動・
環境保全活動 環境金融

「じゅうろく環境格付融資制度」
「じゅうろく環境私募債」

地域経済の
活性化

環境対応型金融商品の取扱い
個人のお客さまへ

「じゅうろくエコローン」(マイカーエコプラン、住宅エコプラン)の取扱いや、太陽光
発電システムの購入・設置を資金使途とした「じゅうろくかんたんリフォームローン」
での金利割引を行っております。

東日本大震災で被災された皆さま、関係者の皆さまのために、地域の皆さまと心を一
つに「今、私たちにできること。」を考えていきたいという思いで、復興応援プロジェクト
を実施しました。十六銀行グループで2万人を超えるお客さまより応援カードへの署
名をいただき、心のこもったメッセージを多数頂戴いたしました。今後、応援カード1枚
につき義援金として50円を、日本赤十字社へ当行より寄付する予定です。

サマーキャンペーン2011東日本大震災復興応援プロジェクトの実施（平成23年6月～8月）

じ ゅ う ろ く 掲 示 板

www.juroku.co.jp/

フリーダイヤル ゴー ハローじゅうろく0120-50-8616

お問い合わせ・資料請求は、お近くの十六銀行の窓口または右記までどうぞ 自動音声案内に従って、サービス番号　と　を押してください。岐阜県・愛知県以外の地域からは 0584-77-1605（通話料有料）月～金／9：00～19：00 土・日／9：00～17：00（祝日及び12/31～1/3を除く）

1 #

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

東日本大震災
被災地に笑顔と勇気を！

◎主な流れ

復興応援プロジェクト
十六銀行グループでは、一日も早い復興を祈るとともに、

東日本大震災で被災された皆さま、関係者の皆さまのために、地域の皆さまと心を一つにこれからも考えていきます。「今、私たちにできること。」

応援カードに
ご署名いただき
窓口まで

お持ちください。

応援カード
1枚につき

50円を当行が
寄付いたします。

窓口にて
応援カードを
お受け取り
ください。

対象となるお客様

寄 付 方 法

募 集 期 間 2011年6月1日（水）～8月19日（金）

応援カード１枚につき義援金として５０円を、日本赤十字社へ当行から寄付いたします。
（お客様のご負担はございません）寄付の時期は2011年9月頃を予定しています。

※応援カードのご利用は、お一人様一枚とさせていただきます。

※応援カードは無くなり次第終了とさせていただきます。

ご来店いただいた個人のお客様であればどなたでもご参加いただけます。

ご 留 意 事 項

ご 記 入 方 法 窓口にて応援カードをお受け取りいただき、氏名、お住まいの地域、応援メッセージ等をご記入のうえ、窓口までお持ちください。

お寄せいただいたメッセージは、ホームページ等で個人を特定しない形式でご紹介させていただく場合がございます。

東日本大震災

復興応援プロ
ジェクト 応援

カード

３月１１日。

かつて経験し
たことのない

大震災が東日
本地域を襲い

ました。

悲しいニュー
スに、誰もが

心を痛めまし
た。

「私たちにで
きることはない

だろうか？」

その時々によ
って必要とさ

れることは変
化します。

大切なのは継
続することで

す。

東日本大震災
で被災された

皆さま、関係
者の皆さまの

ために

「今、私たち
にできること。

」

十六銀行グル
ープでは、地

域の皆さまと
心を一つにこ

れからも考え
ていきます。

※お客様の個
人情報につき

ましては、当行
が別途公表す

る「個人情報
の利用目的に

ついて」に従い
、お取り扱いい

たします。

※お寄せいた
だいたメッセー

ジは、ホームペ
ージ・新聞等で

、個人を特定し
ない形式でご

紹介させてい
ただく場合がご

ざいます。

※応援カード
のご利用はお

一人様一枚と
させていただき

ます。

〈キリトリ線〉

お名前

メッセージ等ご
ざいましたら、

ご記入ください
。

齢年
域地のいま住お 才

性別

私は、東日本
大震災で被

災された皆さ
ま、

関係者の皆さ
まのために、

今、私にでき
ることを考え

、行動してい
きます。

男・女

郡
・
市

村
・
町
・
区

応援
宣言

以下の　　
　にご賛同い

ただけるお客
さまは、必要

事項をご記入
のうえ、

平成２３年８月
１９日までに窓

口までお持ち
ください。

応援カード１
枚につき義援

金として５０円
を、日本赤十

字社へ当行が
寄付いたしま

す。

（お客様のご
負担はござい

ません）

応援
宣言

010_9337428072312.indd   8 2011/11/19   7:35:45
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十六銀行の海外進出支援

十六銀行は、皆さまの海外事業展開を支援いたします。
アジア新興国市場の拡大・長期化する円高への対応として、海外販路開拓・海外現地生産への取組みが広がっています。
十六銀行は、お客さまの海外事業展開を支援するため、本部内に「海外ビジネスサポートデスク」を設置しております。
また、海外駐在員事務所・業務提携金融機関との連携により、国内だけでなく現地での支援体制の充実に取り組んでいます。

インド
業務提携：
インドステイト銀行

中国
上海駐在員事務所
行員４名
業務提携：
交通銀行・中国銀行・中国工商銀行

市場証券部
海外ビジネス
サポートデスク

大連

香港
香港駐在員事務所
行員3名

地銀4行広域連携による海外駐在員事務所の相互提携
（大連・香港・バンコク・シンガポール）

タイ
業務提携：カシコン銀行
派遣行員：1名（増員予定）

ベトナム
業務提携：
オーストラリア・ニュージーランド銀行
業務出向：JETROホーチミン
派遣行員：1名

インドネシア
業務提携：バンクネガラインドネシア

シンガポール

010_9337428072312.indd   9 2011/11/19   7:35:47

10

3月

4月

5月 6月 7月

8月

9月

十六銀行の海外ビジネス支援への企画・取組み

● 3月15日
バンクネガラ
インドネシアと
業務提携

● 3月17日
中国工商銀行と
業務提携

● 5月2日
インドステイト銀行と業務提携

● 5月18日
海外ビジネス支援に
関する広域連携（地銀4行）

● 5月23日
タイ王国ビジネスセミナー

● 9月6・7日
日中ものづくり商談会
@上海2011

● 9月14日
インドネシア
ビジネスセミナー

海外有力金融機関との提携
5月、投資対象国として潜在的な
ニーズが高いインドでの支援充実
のため、インドステイト銀行と業務
提携しました。
これにより、業務提携金融機関は、
5か国・7金融機関となりました。

地銀4行広域連携
５月１８日、当行・山陰合同銀行・広
島銀行・北國銀行の４行により、
「海外ビジネス支援に関する覚書」
を締結、海外における相互協力体
制を構築しました。（海外駐在員事
務所の相互活用）

日中ものづくり商談会@上海2011
開催日：9月6・7日

9月、地銀・地方公共団体との共催に
より、中国進出日系企業のモノづくり
を支援するための「逆見本市商談会」
を開催しました。（平成10年に、当行・
名古屋銀行・百五銀行との共催で開
催したのがそのルーツです。）

010_9337428072312.indd   10 2011/11/19   7:35:48
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十六銀行は、企業もまた市民の一人であるという企業市民の立場に 立ち、地域社会の一員として、
地域の活性化のために求められるさまざまな活動を行っています。

トピックスTOP I C S

当行と国立大学法人名古屋大学は、
「地域産業の発展」「地域人材の育
成」「学術の振興」等に貢献すること
を目的として4月27日に「産学連携
に関する協定書」を締結しました。こ
れにより当行の連携協定締結大学
等は10校となりました。

名古屋大学と産学連携協定を締結

7月10日、中部学院大学と共同で、同大学各務原キャンパス（岐阜
県各務原市）において親子で楽しめる体験型イベント「かがく・さん
すうアカデミー5」を開催しました。

中部学院・
十六産学連携
「かがく・さんすうアカデミー5」の開催

国立大学法人名古屋大学との連携事業の第1弾として
「東海経済は元気を取り戻せるのか〜震災後の展望と
今後の成長への課題〜」をテーマに7月28日「ウインク
あいち（名古屋市中
村区）」において「東
海経済活性化フォー
ラム」を開催しまし
た。

「東海経済活性化フォーラム」の開催

十六銀行創立130周年を記念して創
設された奨学金制度で、平成23年度
は67名の奨学生に対して2,560万
円の奨学金を支援しました。

十六地域振興財団による奨学金制度

従来の手形とは異なる新た
な金銭債権である「電子記
録債権」について、税務上
のポイントなど仕組みや実
務をわかりやすく解説した
「電子記録債権セミナー」を
4月19日、20日に開催しま
した。

電子記録債権セミナー

愛知県で当行初の医業セミナー
となる「病院経営戦略セミナー
2011」を7月13日に開催しました。

病院経営戦略セミナー2011

2011
4 April 5 May 6 June 7 July

010_9337428072312.indd   11 2011/11/19   7:35:49

12

夏休み親子特別企画
「WAKU!WAKU!キッズフェスタ!2」の開催

十六銀行は、企業もまた市民の一人であるという企業市民の立場に 立ち、地域社会の一員として、
地域の活性化のために求められるさまざまな活動を行っています。

8月2日（愛知県会場）、3日（岐阜県会場）に、夏休み親子特
別企画「WAKU!WAKU!キッズフェスタ!2」を開催し、90組
180名の親子を抽選のうえご招待しました。

9月16日、名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)において当行・名古屋
銀行・百五銀行の共同主催により、地域の企業に対してビジネスマッチング
の場を提供する「第8回三行ビジネス商談会」を開催しました。

「第8回三行(十六・名古屋・百五銀行)ビジネス商談会」の開催

当行と岐阜大学が連携し、皆さ
まのシニアライフを応援する「く
るるセミナー」では、9月にセミ
ナーの開講10周年を記念して
「フォーラム&コンサート」を開催
しました。

シニアのための「くるるセミナー」（岐阜大学・十六銀行産学連携プロジェクト）

「BCP（事業継続計画）セミナー」
を9月26日に開催しました。

BCP（事業継続計画）セミナー

「J-Pointスタイル」の特典の一つ、
「J-マイレージポイントプレゼント」で
は、6月27日より名古屋鉄道（名鉄
たまルン）とポイント交換提携を開始
いたしました。
また、リニューアル1周年キャンペー
ンとしてイメージキャラクター名を募
集し、「兄：フエルーちょ」「妹：タマ
ルーにゃ」に決定いたしました。

「J-Pointスタイル」交換提携企業の充実、
イメージキャラクター名が決定

じ ゅ う ろ く 掲 示 板

しっかりものでおシャレな兄。チャームポイントはヒゲ。
そのヒゲで何かを感じとる
こともあるらしい。
帽子の中身は、妹も見たことがなく謎につつまれている。
恋人募集中。 

たまるンバブラザーズ 兄フエルーちょ

1周年キャンペーン

ぼくらの名前が
決まりました。

天然でマイ
ペースな妹

。

でも実は、

ちょっと情
熱的な一面

も。

いつかマラ
カス一本で

、

ニューヨー
クの舞台に

立つことを
夢見ている

。

たまるンバ
ブラザーズ

 妹

タマルーに
ゃ

十六銀行「たまるンバブラザース　ネーミング披露」　A4

8 August 9 September
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これらに準ずる債権 0.64%

2.65%
0.39%

3.68%

13

業績ハイライト

与信関係費用が減少し有価証券関係損益が増加したことなどから、経常利益は前年同期比22億増加し99億円、中間純利益は前
年同期比17億円増加し61億円となりました。

中間期末の預金残高は、前年同期比1,710億円増加し4兆1,442億円となり、個人預り資産残高は、前年同期比1,198億円増加し
3兆3,215億円となりました。なお、合併を前提に岐阜銀行の残高を反映した中間期末の預金残高は4兆8,197億円、個人預り資産
残高は3兆9,416億円となりました。

預金の状況

平成23年9月期の決算
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（JCR）

格付投資情報センター
（R&I）

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
D

BBB+
BBB
BBB-

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

A+
A
A-

96.32％
正常債権

合計

危険債権
要管理債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 0.64%

2.65%
0.39%

3.68%
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中間期末の貸出金残高は、前年同期比352億円増加し3兆1,083億円となりました。住宅
ローンなどを含む消費者ローン残高は、前年同期比452億円増加し9,225億円となりました。
なお、合併を前提に岐阜銀行の残高を反映した中間期末の貸出金残高は3兆5,695億円、消
費者ローン残高は1兆1,154億円となりました。

平成23年9月末の連結自己資本比率は
11.67%と国内基準の4%を大幅に上回っ
ています。また、自己資本比率のうち基本的
項目（TierⅠ）の比率は、8.49%となりました。

貸出金の状況

連結自己資本比率

中間期末の有価証券の評価損益は	
＋217億円となりました。

有価証券の評価損益

「金融機能の再生のための緊急措置に
関する法律（金融再生法）」に基づく開示
債権は、1,171億円となりました。また、
不良債権比率は3.68％となりました。

不良債権の状況
当行は、格付投資情報センター（R&I）、
日本格付研究所（JCR）の2つの格付機
関から格付けを取得しています。

格付け

（注）時価は、期末日における市場価格等に基づい
ています。

評価損益 評価益 評価損

株 式 68 139 70

債 券 180 186 6

その他 △ 31 27 59

合 計 217 353 135

（単位：億円）

※＜ご参考＞
岐阜銀行統合ベースの不良債権は1,350億円、不良
債権比率は3.70％となりました。

（注）「岐阜銀行統合ベース」は、当行と岐阜銀行の合
算計数であります。なお、岐阜銀行計数はパーチェ
ス法による時価評価後のものを用いております。
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（単位：百万円）
科  目 金  額

（資産の部）

現金預け金 178,636

コールローン及び買入手形 55,442

商品有価証券 3,696

金銭の信託 10,609

有価証券 1,354,600

貸出金 3,552,887

外国為替 5,838

リース債権及びリース投資資産 41,318

その他資産 60,547

有形固定資産 68,585

無形固定資産 11,232

繰延税金資産 12,347

支払承諾見返 29,766

貸倒引当金 △ 47,959

資産の部合計 5,337,549

科  目 金  額

経常収益 68,315

資金運用収益 38,480

（うち貸出金利息） （29,958）

（うち有価証券利息配当金） （8,315）

役務取引等収益 7,814

その他業務収益 12,265

その他経常収益 9,754

経常費用 54,030

資金調達費用 4,250

（うち預金利息） （3,460）

役務取引等費用 2,936

その他業務費用 10,503

営業経費 32,596

その他経常費用 3,744

経常利益 14,284

特別利益 1,061

特別損失 320

税金等調整前中間純利益 15,025

法人税、住民税及び事業税 1,180

法人税等調整額 3,523

法人税等合計 4,703

少数株主損益調整前中間純利益 10,321

少数株主利益 1,108

中間純利益 9,213

（単位：百万円）
科  目 金  額

（負債の部）

預金 4,803,349

譲渡性預金 9,053

債券貸借取引受入担保金 26,696

借用金 72,712

外国為替 656

社債 30,000

その他負債 72,272

賞与引当金 1,830

退職給付引当金 10,232

役員退職慰労引当金 383

睡眠預金払戻損失引当金 243

偶発損失引当金 1,557

繰延税金負債 1,069

再評価に係る繰延税金負債 10,004

支払承諾 29,766

負債の部合計 5,069,828

（純資産の部）

資本金 36,839

資本剰余金 27,822

利益剰余金 126,778

自己株式 △ 1,528

株主資本合計 189,911

その他有価証券評価差額金 13,810

土地再評価差額金 12,492

その他の包括利益累計額合計 26,303

少数株主持分 51,506

純資産の部合計 267,720

負債及び純資産の部合計 5,337,549
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

■ 中間連結損益計算書
		（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）

■ 中間連結貸借対照表
		（平成23年9月30日現在）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表（連結）
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科  目 金  額

（負債の部）
預金 4,144,232
譲渡性預金 14,053
債券貸借取引受入担保金 26,696
借用金 46,100
外国為替 631
社債 30,000
その他負債 47,881

未払法人税等 337
資産除去債務 120
その他の負債 47,422

賞与引当金 1,508
退職給付引当金 9,104
役員退職慰労引当金 380
睡眠預金払戻損失引当金 209
偶発損失引当金 1,169
再評価に係る繰延税金負債 10,004
支払承諾 21,381
負債の部合計 4,353,352

（純資産の部）
資本金 36,839
資本剰余金 27,817

資本準備金 27,817
利益剰余金 121,516

利益準備金 20,154
その他利益剰余金 101,362

別途積立金 93,700
繰越利益剰余金 7,662

自己株式 △ 204
株主資本合計 185,969
その他有価証券評価差額金 13,509
土地再評価差額金 12,492
評価・換算差額等合計 26,001
純資産の部合計 211,970
負債及び純資産の部合計 4,565,323

科  目 金  額

経常収益 45,867

　資金運用収益 33,004

（うち貸出金利息） （25,777）

（うち有価証券利息配当金） （7,091）

役務取引等収益 5,355

その他業務収益 1,769

その他経常収益 5,737

経常費用 35,920

資金調達費用 3,326

（うち預金利息） （2,715）

役務取引等費用 2,341

その他業務費用 758

営業経費 26,370

その他経常費用 3,123

経常利益 9,946

特別損失 250

税引前中間純利益 9,695

法人税、住民税及び事業税 348

法人税等調整額 3,240

法人税等合計 3,588

中間純利益 6,107

科  目 金  額

（資産の部）
現金預け金 102,511
コールローン 55,442
商品有価証券 3,671
金銭の信託 5,989
有価証券 1,182,870
貸出金 3,108,307
外国為替 4,728
その他資産 40,339
有形固定資産 62,062
無形固定資産 6,199
繰延税金資産 10,478
支払承諾見返 21,381
貸倒引当金 △ 38,659

資産の部合計 4,565,323

■ 第237期中 中間貸借対照表 ■ 第237期中 中間損益計算書
		（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）		（平成23年9月30日現在）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表（単体）
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じゅうろくICキャッシュカードなら下記のATMご利用	
手数料がいつでも無料でご利用いただけます。
（十六の磁気キャッシュカードでも平日時間内は無料でご利用いただけます。）

下記の無料提携金融機関のATMなら、
平日時間内はご利用手数料無料（他行	
利用手数料無料）でご利用いただけます。

全国約26,000台の
ゆうちょ銀行のATMを
ご利用いただけます。

17

ご相談・ご不明な点などがございましたら、各種お問い合わせ先をご利用ください。

ATMネットワーク

いつでも どこでもお得 便利&

（平成23年11月30日現在）

三菱東京UFJ銀行・岐阜銀行・名古屋銀行・愛知
銀行・百五銀行・中京銀行・岐阜信用金庫・大垣
信用金庫・高山信用金庫・東濃信用金庫・関信用
金庫・八幡信用金庫・西濃信用金庫・岐阜商工信
用組合・飛騨信用組合・益田信用組合

サービス内容

○ お引出し ○ お振込み
○ お預入れ ○ 残高照会

○ ご利用いただけます  ー ご利用いただけません

主なサービス内容 お引出し お振込み お預入れ 残高照会

○ ○ ○ ○

○ ー ○ ○

○ ー ○ ○

○ ○ ー ○

お客さまの「ATM利用手数料を無料にして欲しい」の声をかたちに。
いつでもどこでも使えるATMネットワークを構築しました。
これからもお客さまの声を大切に、ATMの利便性向上に努めてまいります。

内容 電話番号 受付時間

商品・サービス・キャンペーンに関するお問い合わせ
0120-50-8616
●携帯電話・PHS利用可

●岐阜県・愛知県以外の地域からは
0584-77-1605（通話料有料）

月曜日～金曜日� ９：００～１９：００
土曜日・日曜日� ９：００～１７：００
（祝日および１２/３１～１/３を除く）

中小企業のお客さまのご返済に関するご相談

月曜日～金曜日� ９：００～１7：００
(祝日および１２/３１～１/３を除く）

ローン・年金・J-ダイレクト（インターネットバンキング）に関するお問い合わせ
法人インターネットバンキング・EBサービスに関するお問い合わせ 0120-126-016�●携帯電話・PHS利用可
資産運用に関するご相談・金融商品仲介に関するお問い合わせ 0120-438-016�●携帯電話・PHS利用可
当行へのご意見・ご要望　"お客さま相談室" 058-265-2111（代表）（通話料有料）

各種お問い合わせ先

銀行に関するご相談・ご照会・ご意見・苦情の受付窓口

【当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関】
一般社団法人全国銀行協会
� 連絡先����：�全国銀行協会相談室
� 電話番号�：�0570-017109�または�03-5252-3772
� 受付時間�：月曜日～金曜日９：００～１７：００（祝日および銀行の休業日を除く）

指定紛争解決機関

内容 電話番号 受付時間
各種キャッシュカードサービスに関するお問い合わせ 0120-69-5416

●携帯電話・PHS利用可
月曜日７：００～土曜日２１：００　日曜日８：４５～２１：００

キャッシュカードを盗難・紛失された場合のご連絡 ２４時間３６５日

キャッシュカードサービスに関するご連絡先

じゅうろくICキャッシュカードでお得にお取引 !
３６５日いつでも無料のATM

お近くの金融機関でお取引 ！
無料提携金融機関のATM

日本中どこからでもお取引 !
ゆうちょ銀行のATM

※三菱東京UFJ銀行のATMでお振込みの場合は、
他行利用手数料が必要となります。

※お預入れは岐阜銀行・名古屋銀行・愛知銀行・百五
銀行のATMでご利用いただけます。

※ お引出し・お預入れは手数料有料でご利用いた
だけます。

サービス内容

○ お引出し　○ お預入れ　○ 残高照会

TM & Ⓒ Turner Entertainment Co.
（s11）
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毎年3月31日に決算を行います。

◆ ◆ ◆  決算日

毎年6月に開催いたします。

期末配当は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会終了後、ご
指定の方法によりお支払いいたします。中間配当を行う場合は、毎年
9月30日を基準日として、同様の方法によりお支払いいたします。

定時株主総会については毎年3月31日といたします。その他必要
があるときは、あらかじめ公告して定めます。

電子公告といたします。
インターネットホームページ　http://www.juroku.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで
きない場合は、日本経済新聞および岐阜市において発行する岐阜新聞に掲載して
行います。

株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社
お問い合わせ先・郵便物送付先
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話　0120-232-711（通話料無料）

1.	 	住所変更、配当金受取方法の指定、
	 単元未満株式の買取・買増、その他各種お手続
	 ●特別口座に記録された株主様
	 　特別口座の口座管理機関である
	 　上記三菱UFJ信託銀行
	 ●証券会社等の口座に株式をお持ちの株主様
	 　口座を開設されている証券会社等
2.	 	未受領の配当金のお支払い
	 株主名簿管理人である上記三菱UFJ信託銀行本支店

発行可能株式総数	 460,000,000	株
発行済株式の総数	 379,241,348	株

毎年3月31日現在、1,000株
以上ご所有の株主様に対し、
ナチュラルミネラルウォーター
1箱（500㎖・24本入）を贈呈
いたします。

「単元未満株式の買増請求制度」と「単元未満株式の買取請求制
度」のいずれかをご利用いただけます。
「買増請求」「買取請求」に伴う手数料は無料としています。（ただし、
証券会社でのお手続きの場合には、別途手数料が必要となる場合
があります。詳しくは、お取引の証券会社にご確認ください。）
●単元未満株式の買増請求制度とは、1単元（1,000株）に満たな
い株式を有する株主様が、当行から1単元に不足している株式を
買増し、1単元の株式にできる制度です。
●単元未満株式の買取請求制度とは、当行が株主様から、1単元
（1,000株）に満たない株式を買取りさせていただく制度です。
●いずれの手続きも、口座を開設されている口座管理機関（証券会
社等）においてお受けしております。
	 特別口座に記録された株式につきましては、特別口座の口座管
理機関である三菱UFJ信託銀行においてお受けしております。
●買増請求につきましては、毎年3月31日および9月30日のそれぞ
れ10営業日前から当該日までの期間は受付を停止いたします。

◆ ◆ ◆  定時株主総会

◆ ◆ ◆  配当金

◆ ◆ ◆  基準日

◆ ◆ ◆  公告方法

◆ ◆ ◆  株式事務取扱場所

◆ ◆ ◆  株式に関するお手続の窓口について

株式事務のご案内 株式の状況（平成23年9月30日現在）

◆ ◆ ◆  資本金	 36,839,102,011	円
◆ ◆ ◆  株式の数

◆ ◆ ◆  株主数	 21,508	名

株主優待のご案内

1単元（1,000株）に満たない株式をご所有の株主様へ

株式についてのご案内
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飛驒地域

6店舗
中濃地域

14店舗
岐阜地域

55店舗

西濃地域

16店舗

名古屋市

14店舗
尾張地域

21店舗

三河地域

5店舗

このミニディスクロー
ジャー誌は環境に配
慮した植物油インキを
使用しております。

株式会社 十六銀行　経営企画部ブランド戦略室
岐阜市神田町8丁目26　TEL（058）265-2111（代）
平成23年12月発行

･･岐阜県
･････愛知県

● 東京支店　● 香港駐在員事務所
● 大阪支店　● 上海駐在員事務所
● 仮想店舗（3店舗）

その他の地域

東濃地域

11店舗

十六銀行の店舗ネットワーク

平成23年4月25日、名古屋市守山区において、守
山支店を新築オープンしました。守山支店では、
ATMコーナーの吹き抜けやロビーにガラス面を
多用して明るい空間をつくり、また、キッズコーナー
やソファーセットを設置したことにより、特に女性の
お客さまがご利用いただきやすい設計としました。

守山支店の新築オープン

平成23年4月18日、北方支店が東北方出張所を
統合のうえ、新築・移転オープンしました。北方支
店では、庇の上に太陽光パネルを設置し、最大
5kWの発電でロビーと営業室の照明をカバーする
システムを構築しました。また、太陽光線を反射す
るタイル貼と複層ガラスによる断熱でクールアイ
ランド効果と空調負荷軽減をはかるなど、環境配
慮に取り組んでいます。

各店舗の詳細は、ホームページでご覧いただけます。

北方支店の新築・移転オープン

（平成23年11月30日現在）

当行は、岐阜県・愛知県を中心に
国内147店舗と海外駐在員事務所2か所を有し、
お客さまの利便性向上のために、
広域な店舗ネットワークを展開しています。

いつも身近に ますます便利に

検 索十六銀行
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