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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24年3月31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  ………………………… 135か店
出張所  …………………………… 12か所
ローンサービスセンター … 19か所
海外駐在員事務所 …… 2か所（香港・上海）
店舗外ATM ………………… 232か所
資本金 368億円
従業員数 2,971名
預金等残高 4兆2,945億円
※譲渡性預金含む
貸出金残高 3兆3,040億円

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

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。

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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頼りにしていただける銀行

充実した銀行

行動する銀行

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２４年３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、東日本大震災の復
興需要や歴史的な円高の修正、海外経済の持ち直しなどに
より、景気は回復基調にあるものの、先行きの不透明感か
ら資金需要は依然として弱く、厳しい競争が続くなかで収益
の低下を余儀なくされています。

このような状況下、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、「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、「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」を目指し、平成２４年９月１８
日に予定している岐阜銀行との円滑な合併に向けての取組
みを着実に進めるとともに、収益性・健全性の向上、コン
プライアンスの徹底により一層努めてまいります。

また、こうした取組みを通じて、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24年6月

取締役頭取

■
■

■ 輝かしい明日へのテイクオフ

■
■

■ 「新」十六銀行グループ
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岐阜・愛知県内での
貸出金残高
2兆9,972億円

90.7%
岐阜・愛知県内での

貸出先数
129,816先

99.7%

中小企業等
貸出金残高
2兆4,712億円

74.7%
岐阜・愛知県内での
預金等残高
4兆2,614億円

99.2%

地域の皆さまとともに

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。

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90.7%、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。

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＞

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/貸出金残高）

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/貸出先数）

中小企業等
貸出金残高割合

（中小企業等貸出金残高/
 貸出金残高）

岐阜・愛知県内での預金等残高割合
（岐阜・愛知県内での預金等残高/預金等残高）

（平成24年3月31日現在）
貸出金残高 3兆3,040億円

（平成24年3月31日現在）
貸出先数 130,151先

（平成24年3月31日現在）
預金等残高 4兆2,945億円

平成24年3月末時点での預金等残高4兆2,945
億円のうち、岐阜・愛知県内での預金等残高は
4兆2,614億円で、99.2%を占めています。

地
域
の
皆
さ
ま
と
の
お
取
引
状
況

地域貢献活動の一環として、岐阜市内の小学校で行員の出前授業による金融経済教育を実施しま
した。平成２４年２月２２日には文部科学省主催全国大会「消費者教育フェスタ」（会場：岐阜市立長
良東小学校）で、「お金はじょうずに使おう」をテーマに「お金の役割」や「お金のじょうずな使い方」な
どを児童自身が考えながら学ぶデモ授業を行いました。

金融経済プログラム～当行行員によるデモ授業を開催～

じ ゅ う ろ く 掲 示 板

（平成24年3月31日現在）
貸出金残高 3兆3,040億円

※預金等には譲渡性預金を含みます。

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
　・「NOBUNAGA21地域経済活性化セミナー」の開催
　・「第7回NOBUNAGA21ニュービジネスプラン助成金」の贈呈
●�経営改善への取組み
　・「タイ王国ビジネスセミナー」、「インドネシアビジネスセミナー」、「ベトナム投資環境セミナー」の開催
　・「第8回三行ビジネス商談会」の開催
●�事業再生支援への取組み
　・「TKC経営改善計画策定支援サービス」の取扱い
●�事業承継支援への取組み
　・「中部金融M&Aネットワーク」第10回セミナーの開催

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　　・動産担保融資の取扱い　　・「じゅうろく環境私募債」の取扱い

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
　・第6回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園岐阜大会」の開催

■
■

■ 地域密着型金融の取組みについて■
■

■ 地域の皆さまへの貸出の状況

■
■

■ 地域の皆さまからのお預入れの状況■
■

■ 中小企業等に対する貸出の状況
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～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

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～

「十六銀行地域社会貢献推進委員会」の活動

当行所属スピードスケート選手の活躍

5 6

第67回
国民体育大会

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）

冬季
大会

2012年 9月29日（土）〜10月 9日（火）本大会
2012年 10月13日（土）〜10月 15日（月）会 期

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月から10月にかけて開催される「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、積極的に応援してきました。一方で当行は本年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、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。

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、日本卓球リーグ実業団
連盟に加盟し、女子1部チーム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。

十六グループ会社役職員が一体となり、地域社会への積
極的な貢献活動に取り組んでいます。１１歳以下を対象と
した「じゅうろくカップＵ－１１サッカー大会」の開催、地域の
清掃活動や祭り、集団献血などに参加しています。

平成２４年１月に開催された「ぎふ清流国体
冬季大会」のスピードスケート競技において、
当行所属選手は優勝・準優勝を含め多数の
種目で入賞を果たし、岐阜県の総合成績に
大きく貢献しました。

女性ＣＳ向上ユニット「ＪＵＩＣＥＳ」による「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の応援活動
の一環として、「横断幕の設置」と「ぬり絵の配布」を実施しています。
冬季競技会開催地区である恵那市、高山市内の店舗では、お客さまのメッセー
ジ入り横断幕を各市に寄贈し、各競技会場に掲げていただきました。9月から開
催される本大会では、実施店舗を岐阜県内の全店に拡大して応援します。
またその他にも、グループ職員による「じゅうろくミナモ募金」の贈呈や懸賞付キャ
ンペーンなどを通じて、同大会のPR活動を幅広く実施しています。

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」
の応援企画を実施しています。

第12回
全国障害者
スポーツ大会

開催概要

「じゅうろくミナモ募金」
感謝状授与式

配布されたぬり絵

お客さまのメッ
セージ入り横
断幕
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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。
省エネルギー・節電の取組み
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、環境保全活動の推進をしてまいりました。こうした活動のノウハウも活かしな
がら、一年を通じて全店規模での省エネ・節電に努めています。

節電営業中ポスター（平成23年冬）

本店ビルの節電活動の例

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

こまめな消灯も心がけましたO F F

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。

じ ゅ う ろ く 掲 示 板

紙ごみのリサイクルシステム
資源の有効利用のため行内でリサ
イクルシステムを構築しています。
本部・営業店の事業活動から生じ
る使用済みコピー用紙などの紙ご
みは、重要情報の管理を徹底したうえで適正に分別された後、回収し、一旦、本部内の施設に
集められます。そしてその後、製紙会社に運ばれトイレットペーパーやダンボールなどの原料と
して100％再生利用されます。

持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）への署名
21世紀金融行動原則は、金融機関が持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果た
すための行動指針として、環境省を事務局とした起草委員会により策定されました。
十六銀行はこの原則の趣旨に賛同し、平成24年1月に署名を行いました。

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

ビル管理会社によるデマンドコントロール

晴天時午後西側ブラインドの有効活用

当行と岐阜銀行は、被災地の一日も早い復興を祈るとともに、「今、私
たちにできること。」を地域の皆さまと共に考えたいとの思いから、平成
23年夏に「東日本大震災復興応援プロジェクト」を実施しました。被災
地へ向けた「応援カード」にお客さまから署名していただくことで、義援
金として1枚あたり50円を両行より日本赤十字社へ寄付し、本プロジェ
クトにかかる義援金1,020,700円を寄贈しました。また、お客さまの被
災地へ向けた心温まるメッセージの一部を、岩手銀行さまならびに東邦
銀行さまを通じて、被災地の皆さまへお届けいたしました。

「東日本大震災復興応援プロジェクト」

日本赤十字岐阜県
支部へ寄贈

被災地へ向けた
応援メッセージ

～人と環境にやさしい金融機関を目指して～

十六銀行の CSR
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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。

業務提携：
インドステイト銀行

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

市場国際部
海外ビジネスサポートデスク

香港駐在員事務所
［行員3名］

業務提携：カシコン銀行
［派遣行員2名］ 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］

企業さまと留学生の交流

真剣に耳を傾ける
留学生

セミナーの様子

活気溢れるベトナム

「海外ビジネス支援に関する広域連携」について
平成２３年5月、当行・山陰合同銀行・広島銀行・北國銀行の４行は、「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。
各行が設置する駐在員事務所を相互利用することにより、お客さまが海外現地
における法務・税務・経済等に関する情報を従来以上に幅広く入手・活用でき
るようになり、より充実したサポートを受けていただくことが可能となりました。

（当行：香港、山陰合同銀行：大連、広島銀行：バンコック、北國銀行：シンガポール）

海外ビジネス支援に関する広域連携・調印式

中国

香港

タイ

大連

シンガポール

インド

業務提携：バンクネガラインドネシア
インドネシア

ベトナム

ベトナム投資環境セミナー＋ベトナム経済視察ツアーの連動
ベトナムの最新投資環境および日系企業の動向に関してセミナーを開催するとともに、海
外事業責任者さまを対象としたベトナム経済視察ツアーを実施しました。セミナーと経済視
察の連動企画とすることで、お客さまのニーズにマッチしたより実務的な企画としました。

海外事業支援フォーラム 
～外国人留学生の活躍～
外国人留学生支援企業を招き、企業さまと外国人
留学生との相互交流を目的としたフォーラムを開催
しました。外国人留学生・外国人社員による海外事
業展開等を検討されている企業さまに、採用事例・
ノウハウを知っていただく機会をご提供しました。

010_9337428062406.indd   9-10 2012/06/12   1:28:30
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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

11月7日に両備グループの小嶋代表
をお招きし中部金融Ｍ＆Ａネットワー
ク Ｍ＆Ａセミナーを開催しました。

中部金融Ｍ＆Ａネットワーク 
第10回Ｍ＆Ａセミナーの開催

「Ｊ－Ｐｏｉｎｔスタイル」はお客さまのお取引に応じて
４つのステージを決定し、各ステージに応じたさ
まざまな特典を提供するサービスです。特典の一
つ、「J－マイレージポイントプレゼント」では、１０月
３日より中部薬品（Ⅴドラッグ）とポイント交換提携
を開始しました。

「Ｊ－Ｐｏｉｎｔスタイル」交換提携企業の充実

2011
10 October

2012
1 January

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。

当地区では基幹産業である自動車に続く柱を模索する中で、医療機器や福祉
用具、介護用品の業界に注目する製造業の企業が増えていることから、医療機
器・福祉用具業界への参入をサポートするセミナーを2度にわたって行いました。

医療機器・福祉用具分野参入セミナー

医療機器
参入セミナー

（10月4日）

医療機器＋
福祉用具
参入セミナー

（1月13日）

3月17日に診療報酬・介護報酬のダブル改
定をテーマとしたセミナーを開催しました。

第19回医業経営戦略セミナー

１２月４日、岐阜県内の高校生９校２１チームが参加して、
楽しみながら金融経済を学んでいただくことを目的とし
た「エコノミクス甲子園岐阜大会」を開催しました。

「エコノミクス甲子園岐阜大会」の開催

11 November 12 December

「プロムナードコンサート」の開催
１２月１６日、長良川国際会議場にて、テレマン室内オー
ケストラを迎え、1,100名をご招待して開催しました。

2 February 3 March

1月31日、岐阜県との
共催により、農商工連
携や6次産業化を志向
する農業生産者等の新
たな販路開拓支援を目
的とした商談会を名古
屋で開催しました。

食と農の商談会「飛騨･美濃フーズマッチングフェア 
in 名古屋 with ぐるなび」開催

3月9日に第11回ぎふ地域ベン
チャー支援ネットワーク「ＮＯＢＵ
ＮＡＧＡ21」地域経済活性化セミ
ナーを開催しました。

ＮＯＢＵＮＡＧＡ２１セミナーの開催

「じゅうろくてつめいギャラリー」の
開場5周年を記念し、3月10日に
市民の皆さまに感謝の意をこめ
て、トリオ・ミンストレルによるガ
レリアコンサートを開催しました。

GALLERIA CONCERTの開催
岐阜大学の工学部や医学部、
応用生物科学部の先生を講
師にお招きし、シニアライフ
を応援するさまざまなセミ
ナーを開催しました。

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）

2月13日、14日に延べ３・４回
目となる「電子記録債権セミ
ナー」を開催しました。

電子記録債権セミナーの
開催

東日本大震災で被災された企業
（東証２部上場、東洋刃物株式
会社）の経営者を講師に、BCP
のあり方について2月24日にご
講演いただきました。

ＢＣＰ（事業継続計画）
セミナーの開催

奨学金制度では平成２３年度
に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。また、各地で行わ
れた東日本大震災で被災さ
れた子供たちと岐阜県内の
子供たちとの交流会を支援し
ました。

公益財団法人十六地域
振興財団の活動
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13 14

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164億円、当期純利益は84億円となりました。

平成24年3月末の預金等残高は、前期比2,138億円増加し4兆2,945億円となり、個人預り資産残高は、前期比988億円増加し3
兆3,790億円となりました。なお、合併を前提に岐阜銀行の残高を反映した平成24年3月末の預金等残高は、4兆9,168億円、個人
預り資産残高は、3兆9,453億円となりました。

平成24年3月末の貸出金残高は、前期比2,078億円増加し3兆3,040億円となり、住
宅ローンなどを含む消費者ローン残高は、前期比415億円増加し9,492億円となりま
した。なお、合併を前提に岐阜銀行の残高を反映した平成24年3月末の貸出金残高
は、3兆7,397億円、消費者ローン残高は1兆1,342億円となりました。

平成24年3月末の連結自己資本比率は
10.76%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、8.35%となりました。

預金等の状況

平成24年3月期の決算 貸出金の状況

連結自己資本比率

平成24年3月末の有価証券の評価損
益は＋358億円となりました。

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、1,193億円となりました。また、
不良債権比率は3.53％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

業績ハイライト

※預金等には譲渡性預金を含みます。

（注）時価は、期末日における市場価格等に基づい
ています。

（単位：億円）

※＜ご参考＞
岐阜銀行統合ベースの不良債権は1,351億円、不良
債権比率は3.54％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。

評価損益 評価益 評価損

株 式 185 230 44

債 券 186 191 5

その他 △�13 18 32

合 計 358 440 82
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（単位：百万円）
科  目 金  額

（資産の部）

現金預け金 129,095

商品有価証券 1,718

金銭の信託 10,620

有価証券 1,458,761

貸出金 3,722,144

外国為替 4,814

リース債権及びリース投資資産 40,838

その他資産 51,617

有形固定資産 67,568

建物 13,400

土地 48,298

リース資産 308

建設仮勘定 248

その他の有形固定資産 5,312

無形固定資産 11,375

ソフトウェア 3,149

ソフトウェア仮勘定 3,084

のれん 4,587

その他の無形固定資産 554

繰延税金資産 4,981

支払承諾見返 27,436

貸倒引当金 △42,935

資産の部合計 5,488,038

科  目 金  額
経常収益 128,254

資金運用収益 75,491
貸出金利息 59,106
有価証券利息配当金 16,001
コールローン利息及び買入手形利息 109
預け金利息 80
その他の受入利息 193

役務取引等収益 15,565
その他業務収益 25,409
その他経常収益 11,787

貸倒引当金戻入益 171
償却債権取立益 60
その他の経常収益 11,555

経常費用 104,634
資金調達費用 7,694

預金利息 6,118
譲渡性預金利息 5
コールマネー利息及び売渡手形利息 4
債券貸借取引支払利息 112
借用金利息 879
社債利息 545
その他の支払利息 28

役務取引等費用 5,847
その他業務費用 21,124
営業経費 64,369
その他経常費用 5,599

その他の経常費用 5,599
経常利益 23,620
特別利益 1,064

固定資産処分益 3
負ののれん発生益 1,061

特別損失 1,312
固定資産処分損 47
減損損失 308
退職給付制度終了損等　 957

税金等調整前当期純利益 23,371
法人税、住民税及び事業税 2,149
法人税等調整額 7,353
法人税等合計 9,503
少数株主損益調整前当期純利益 13,868
少数株主利益 1,927
当期純利益 11,941

（単位：百万円）
科  目 金  額

（負債の部）

預金 4,881,023

譲渡性預金 8,400

コールマネー及び売渡手形 50,000

債券貸借取引受入担保金 63,925

借用金 82,988

外国為替 841

社債 15,000

その他負債 49,941

賞与引当金 1,815

役員賞与引当金 74

退職給付引当金 11,706

役員退職慰労引当金 430

睡眠預金払戻損失引当金 333

偶発損失引当金 1,296

繰延税金負債 1,228

再評価に係る繰延税金負債 8,752

支払承諾 27,436

負債の部合計 5,205,195

（純資産の部）

資本金 36,839

資本剰余金 27,817

利益剰余金 128,185

自己株式 △1,508

株主資本合計 191,333

その他有価証券評価差額金 25,377

土地再評価差額金 13,732

その他の包括利益累計額合計 39,109

少数株主持分 52,400

純資産の部合計 282,843

負債及び純資産の部合計 5,488,038
（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）

■ 連結損益計算書
  （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

■ 連結貸借対照表
  （平成24年3月31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。

科  目 金  額
（負債の部）
預金 4,281,148

当座預金 277,252
普通預金 1,731,946
貯蓄預金 100,654
通知預金 37,627
定期預金 2,067,090
その他の預金 66,579

譲渡性預金 13,400
コールマネー 50,000
債券貸借取引受入担保金 63,925
借用金 46,590

借入金 46,590
外国為替 834

売渡外国為替 632
未払外国為替 202

社債 15,000
その他負債 27,085

未決済為替借 16
未払法人税等 753
未払費用 6,551
前受収益 1,641
従業員預り金 2,494
金融派生商品 13,888
資産除去債務 122
その他の負債 1,617

賞与引当金 1,503
役員賞与引当金 40
退職給付引当金 9,621
役員退職慰労引当金 426
睡眠預金払戻損失引当金 289
偶発損失引当金 980
再評価に係る繰延税金負債 8,752
支払承諾 20,301
負債の部合計 4,539,901

（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 122,560

利益準備金 20,154
その他利益剰余金 102,405

別途積立金 93,700
繰越利益剰余金 8,705

自己株式 △184
株主資本合計 187,031
その他有価証券評価差額金 24,017
土地再評価差額金 13,732
評価・換算差額等合計 37,750
純資産の部合計 224,782
負債及び純資産の部合計 4,764,683

科  目 金  額
経常収益 85,954

資金運用収益 65,036
貸出金利息 51,002
有価証券利息配当金 13,781
コールローン利息 86
預け金利息 16
その他の受入利息 148

役務取引等収益 10,685
受入為替手数料 3,942
その他の役務収益 6,743

その他業務収益 3,469
外国為替売買益 960
商品有価証券売買益 25
国債等債券売却益 2,482
その他の業務収益 0

その他経常収益 6,763
貸倒引当金戻入益 267
償却債権取立益 24
株式等売却益 4,569
金銭の信託運用益 26
その他の経常収益 1,875

経常費用 69,549
資金調達費用 6,106

預金利息 4,886
譲渡性預金利息 6
コールマネー利息 4
債券貸借取引支払利息 112
借用金利息 531
社債利息 545
その他の支払利息 20

役務取引等費用 4,660
支払為替手数料 856
その他の役務費用 3,803

その他業務費用 1,985
国債等債券売却損 233
国債等債券償還損 1,713
国債等債券償却 31
金融派生商品費用 6

営業経費 52,215
その他経常費用 4,580

貸出金償却 12
株式等売却損 3,556
株式等償却 103
金銭の信託運用損 19
その他の経常費用 889

経常利益 16,405
特別利益 3

固定資産処分益 3
特別損失 281

固定資産処分損 43
減損損失 238

税引前当期純利益 16,126
法人税、住民税及び事業税 932
法人税等調整額 6,700
法人税等合計 7,632
当期純利益 8,494

科  目 金  額
（資産の部）
現金預け金 96,152

現金 54,820
預け金 41,332

商品有価証券 1,645
商品国債 1,639
商品地方債 5

金銭の信託 6,000
有価証券 1,264,497

国債 517,502
地方債 287,988
社債 259,052
株式 100,123
その他の証券 99,830

貸出金 3,304,083
割引手形 35,074
手形貸付 176,754
証書貸付 2,634,507
当座貸越 457,746

外国為替 3,828
外国他店預け 1,870
買入外国為替 945
取立外国為替 1,012

その他資産 32,155
未決済為替貸 1
前払費用 68
未収収益 5,678
金融派生商品 14,164
その他の資産 12,242

有形固定資産 61,023
建物 12,612
土地 44,026
建設仮勘定 248
その他の有形固定資産 4,135

無形固定資産 6,509
ソフトウェア 2,888
ソフトウェア仮勘定 3,084
その他の無形固定資産 536

繰延税金資産 3,507
支払承諾見返 20,301
貸倒引当金 △35,021
資産の部合計 4,764,683

■ 第237期末 貸借対照表 ■ 第237期 損益計算書
  （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  （平成24年3月31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（連結） 財務諸表（単体）
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（平成24年4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

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。）

○ 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 ○

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

※ 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 ○ お振込み
○ お預入れ ○ 残高照会

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。

お近くの金融機関でお取引 ！
無料提携金融機関のATM

サービス内容
○ お引出し ○ お預入れ
○ 残高照会

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。

日本中どこからでもお取引 !
ゆうちょ銀行のATM

ATMネットワーク

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。

いつでもお得 どこでも便利&

010_9337428062406.indd   17 2012/05/29   10:29:22
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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

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

◆ ◆ ◆  株主数 21,220 名

株式についてのご案内

■
■

■ 株式事務のご案内 ■
■

■ 株式の状況（平成24年3月31日現在）

■
■

■ 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
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飛驒地域

6店舗

三河地域

5店舗

東濃地域

11店舗

中濃地域

14店舗

名古屋市

15店舗

岐阜地域

55店舗
西濃地域

16店舗

尾張地域

21店舗

発行：
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24年6月発行

･･岐阜県
･････愛知県

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

その他の地域

十六銀行の店舗ネットワーク

（平成24年4月30日現在）

当行は、岐阜県・愛知県を中心に国内148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

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。

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※
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※
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※

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※
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

※�携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

平成24年4月16日、名古屋市千種区にお
いて、星が丘支店を新築オープンしました。
1階フロアはファイナンシャルアドバイザー
の女性スタッフを揃え、サロン風の仕様と
することで、女性にご利用いただきやすい
店舗としました。

星が丘支店新築オープン

平成24年４月２日、名古屋支店を名古屋営
業部へ昇格しました。今後、名古屋営業部
が所在する当行名
古屋ビルに一部の
本部機能を配置
し、愛知県戦略の
司令塔としての役
割を担ってまいりま
す。

名古屋営業部を設置

各店舗の詳細は、ホームページでご覧いただけます。

検 索十六銀行
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