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平成 29 年 11 月 30 日 

 

 

株式移転に係る事前備置書類 

 

 

三重県松阪市京町５１０番地 

株 式 会 社 第 三 銀 行 

取締役頭取 岩間 弘 

 

 株式会社第三銀行（以下、「当行」といいます。）と株式会社三重銀行（以下、「三重銀行」

といい、当行と三重銀行を総称して、以下、「両行」といいます。）は、株式移転の方式に

より、平成 30 年 4 月 2 日（以下、「効力発生日」といいます。）をもって両行の完全親会

社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」（以下、「共同持株会社」といいます。）

を設立すること（以下、「本株式移転」といいます。）といたしました。 

本株式移転に際して、会社法第 803 条第 1 項及び会社法施行規則第 206 条に定める開示

事項は以下のとおりです。 

 

１ 
 

株式移転計画書 

別添 1「株式移転計画書（写）」をご参照ください。 
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２ 
 

会社法第773条第１項第５号および第６号に掲げる事項についての定めの相当

性に関する事項 
 

１．共同持株会社が本株式移転に際して両行の株主に対して交付する共同持株会社の株

式及び共同持株会社の株式の割当てに関する事項 

 両行は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両行のそれぞれの株主に

対し割当て交付する共同持株会社の普通株式の割当て比率（以下、｢株式移転比率」

といいます｡）を以下のとおり、決定いたしました。 

（1）本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

会社名 当行 三重銀行 

株式移転比率 

（普通株式） 
0.7 １ 

株式移転比率 

（Ａ種優先株式） 
0.7 ― 

 
（注１）株式の割当比率 

 当行の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式0.7株を、三重銀行の普

通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を割当交付いたします。また、

当行のＡ種優先株式１株に対して、共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交

付いたします。なお、共同持株会社の単元株式数は100株とする予定です。 

 本株式移転により、両行の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株

式及び第一種優先株式の数に１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234

条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた

金額をお支払いいたします。 

 なお、上記株式移転比率は、本株式移転計画作成後共同持株会社成立日までの間

において、株式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当

該事由が生じた場合には、両行で協議のうえ、合意により変更することがあります。 

 
（注２）共同持株会社が交付する新株式数（予定） 

   普通株式：26,170,339株 

 上記は、当行の平成29年６月30日時点における普通株式の発行済株式総数 

(18,435,800株) 及び三重銀行の平成29年６月30日時点における普通株式の発行済

株式総数 (13,483,034株) を前提として算出しております。但し、共同持株会社が

両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 (以下､「基準時」といいます｡) 

までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、当行の平

成29年６月30日時点における自己株式数 (282,488株) 及び三重銀行の平成29年６

月30日時点における自己株式数 (20,013株) は、上記の算出において、新株式交付

の対象から除外しております。なお、当行又は三重銀行の株主から株式買取請求権

の行使がなされた場合等、両行の平成29年６月30日時点における自己株式数が基準

時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあり

ます。 

   第一種優先株式：4,200,000株 

 上記は、当行の平成29年６月30日時点におけるＡ種優先株式の発行済株式総数 

(6,000,000株) を前提として算出しております。 
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（注３）単元未満株式の取扱い 

 本株式移転により、１単元（100株）未満の共同持株会社の普通株式（以下､「単

元未満株式」といいます｡）の割当てを受ける両行の株主の皆様につきましては、

その保有する単元未満株式を東京証券取引所、名古屋証券取引所その他の金融商品

取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有するこ

ととなる株主の皆様は、会社法第192条第１項の規定に基づき、共同持株会社に対

し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、

会社法第194条第１項及び定款の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の有す

る単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する

ことも可能です。 

 
（2）本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 本株式移転に際し、当行が発行している120％コールオプション条項付第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債 (劣後特約付) (以下、｢第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債」といいます｡) に係る新株予約権以外の新株予約権については、当

該新株予約権の内容に基づき、本株式移転に係る共同持株会社の設立日の前日まで

に、発行済みの新株予約権の全てを無償で取得し、これを消却いたします。 

 また、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権については、

当該新株予約権１個に対して、共同持株会社の無担保転換社債型新株予約権１個を

割当て交付するとともに、当該第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る社

債債務については共同持株会社が承継いたします。かかる共同持株会社の無担保転

換社債型新株予約権の内容は、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新

株予約権の発行要項第13項第（14）号に定める新株予約権付社債の承継に関する規

定に従い、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債１個の経済的価値と、共同持

株会社による承継後の無担保転換社債型新株予約権付社債１個の経済的価値とが実

質的に同等となるように定められております。 

 なお、三重銀行は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 
２．本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等 

（1）割当ての内容の根拠及び理由 

 両行は、本基本合意書に基づき、平成30年４月２日を目処に共同株式移転の方式

により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、統合準備委員会を設置し

て協議・検討を進めてまいりました。 

 当行は、下記 (4)「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式移転

の対価の公正性その他の本株式移転の公正性を担保するため、当行の第三者算定機

関としてみずほ証券株式会社 (以下､「みずほ証券」といいます｡) を、リーガル・

アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本株式移転に

関する検討を開始し、第三者算定機関であるみずほ証券から平成29年９月14日付で

受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律

事務所からの法的助言を参考に、当行が三重銀行に対して実施したデュー・ディリ

ジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記１．(1)「本株式移転

に係る割当ての内容 (株式移転比率)」記載の株式移転比率により本株式移転を行う

ことが妥当であると判断しました。 
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 他方、三重銀行は、下記 (4)「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、

本株式移転の対価の公正性その他の本株式移転の公正性を担保するため、三重銀行

の第三者算定機関としてＳＭＢＣ日興証券株式会社 (以下､「ＳＭＢＣ日興証券」と

いいます｡) を、リーガル・アドバイザーとしてＴＭＩ総合法律事務所をそれぞれ選

定のうえ、本株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興

証券から平成29年９月14日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバ

イザーであるＴＭＩ総合法律事務所からの法的助言を参考に、三重銀行が当行に対

して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結

果、上記１．(1)「本株式移転に係る割当ての内容 (株式移転比率)」記載の株式移

転比率により本株式移転を行うことが妥当であると判断しました。なお、両行は、

当行が発行しているＡ種優先株式については、同社の普通株式のような市場価格が

存在しないため、普通株式に係る株式移転比率を考慮し、Ａ種優先株式１株につき

共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交付することとしたうえで、共同持株会

社にて新たに発行して割当交付する第一種優先株式の内容は、Ａ種優先株式の発行

要項の定めに従い、Ａ種優先株式１株の経済的価値と、共同持株会社にて新たに発

行する第一種優先株式0.7株の経済的価値とが実質的に同等となるように定められて

おります。 

 

 このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及びリーガル・アド

バイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリ

ジェンスの結果等を踏まえて、両行の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の

要因を総合的に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた

結果、両行は、最終的に上記１．(1)「本株式移転に係る割当ての内容 (株式移転比

率)」記載の株式移転比率が妥当であるという判断に至り、平成29年９月15日に開催

された両行の取締役会において本株式移転における株式移転比率を決定し、合意い

たしました。 

 
（2）算定に関する事項 

① 算定機関の名称及び両行との関係 

 当行のフィナンシャル・アドバイザー（第三者算定機関）であるみずほ証券及

び三重銀行のフィナンシャル・アドバイザー（第三者算定機関）であるＳＭＢＣ

日興証券は、いずれも当行及び三重銀行の関連当事者には該当せず、本株式移転

に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。 

 
② 算定の概要 

 みずほ証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一

部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在することか

ら市場株価基準法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似企業

が複数存在し、類似企業比較による株式価値の類推が可能であることから類似企

業比較法による算定を行い、更に、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、

一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属す

るキャッシュフローを資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析す

る手法で、金融機関の評価に広く利用されるＤＤＭ法（以下､「ＤＤＭ法」といい

ます｡）による算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりです。

下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の普通株式１株に対して共同持株

会社の普通株式を１株割り当てる場合に、当行の普通株式１株に対して割り当て

る共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。 
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 採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

１ 市場株価基準法 0.64～0.70 

２ 類似企業比較法 0.49～0.75 

３ ＤＤＭ法 0.48～0.79 

 
 なお、市場株価基準法では、平成29年９月14日（以下､「基準日」といいます｡）

を基準として、基準日の株価終値及び基準日までの１週間、１ヶ月間、３ヶ月間、

６ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。 

 みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び

公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであること

を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。

また、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます｡）につい

て、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行

っておらず、第三者機関への依頼も行っておりません。みずほ証券の株式移転比

率の算定は、平成29年９月14日までの情報及び経済条件を反映したものであり、

また、両行の財務予測（利益計画その他の情報を含みます｡）については、両行の

経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成され

たものであることを前提としております。なお、みずほ証券がＤＤＭ法において

使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見

込んでおりません。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市

場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在する

ことから市場株価法を用いて算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場会社

が複数存在することから類似上場会社比較法による算定を行い、更に、両行より

提出された両行の財務予測にもとづく将来キャッシュフローを評価に反映するた

め、金融機関の評価に広く利用される配当割引モデル法「ＤＤＭ法」を用いて、

一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属す

る将来キャッシュフローの現在価値に基づく算定を行いました。各手法における

算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の

普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式を１株割り当てる場合に、当行の

普通株式１株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載

したものです。 

 

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

１ 市場株価法 0.68～0.70 

２ 類似上場会社比較法 0.36～0.62 

３ ＤＤＭ法 0.60～0.85 

 
 なお、市場株価法では、平成29年９月14日（以下､「基準日」といいます｡）を

基準として、基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の両行の東京証券取

引所における各株価終値平均に基づき算定いたしました。 
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 ＳＭＢＣ日興証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情

報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであ

ることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っており

ません。また、株式移転比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情

報でＳＭＢＣ日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを前提として

おります。更に、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みま

す｡）について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑

定、査定、調査（不動産に係る環境調査を含みます｡）を行っておらず、第三者機

関への鑑定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。ＳＭ

ＢＣ日興証券の株式移転比率の算定は、基準日までの情報及び経済条件を反映し

たものであり、また、両行の財務予測その他将来に関する情報については、両行

の経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成さ

れたものであることを前提としております。 

 なお、ＳＭＢＣ日興証券がＤＤＭ法において使用した算定の基礎となる両行の

将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件及び免責事

項については別添３をご参照ください。 

 
（3）共同持株会社の上場申請等に関する取扱い 

 両行は、新たに設立する共同持株会社の普通株式について、東京証券取引所及び

名古屋証券取引所に新規上場申請を行い、また、当行から共同持株会社に承継され

る無担保転換社債型新株予約権付社債について、東京証券取引所に新規上場申請を

行う予定です。これらの上場日は、平成30年４月２日を予定しております。 

 また、両行は、本株式移転により共同持株会社の子会社となりますので、共同持

株会社の上場に先立ち、両行の普通株式は、平成30年３月28日に東京証券取引所及

び名古屋証券取引所を上場廃止となり、また、当行の第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債は、平成30年３月27日に東京証券取引所を上場廃止となる予定です。

上場廃止後は、両行の普通株式及び当行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債を東京証券取引所又は名古屋証券取引所において取引することができなくなりま

す。 

 なお、共同持株会社の普通株式及び無担保転換社債型新株予約権付社債の上場日

並びに両行の普通株式及び当行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の上場

廃止日につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則により決定

されます。 

 
（4）公正性を担保するための措置 

 当行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。 

① 独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得 

 当行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記２．(1)「割当ての内容の

根拠及び理由」に記載のとおり、第三者算定機関としてみずほ証券を起用し、み

ずほ証券は、本株式移転における株式移転比率に関する交渉及び協議に用いるた

めに、その財務的分析及び算定を行いました。 

 当行は、第三者算定機関であるみずほ証券の分析及び助言を参考として三重銀

行と交渉・協議を行い、上記１．(1)「本株式移転に係る割当ての内容 (株式移転

比率)」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことを平成29年９月15日に開

催された取締役会において決議いたしました。 

 また、当行はみずほ証券から平成29年９月14日付にて、本株式移転における株

式移転比率は、当行の株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェ

アネス・オピニオン）を取得しております。みずほ証券の株式移転比率の分析及

び意見書に関する前提条件及び免責事項については別添２をご参照ください。 
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② 独立した法律事務所からの助言 

 当行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から

独立したリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から、当行の意

思決定の方法、過程その他本株式移転に係る手続に関する法的助言を受けており

ます。 

 
 他方、三重銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じて

おります。 

① 独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得 

 三重銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記２．(1)「割当ての内

容の根拠及び理由」に記載のとおり、第三者算定機関としてＳＭＢＣ日興証券を

選定し、本株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算

定書を取得しております。三重銀行は、第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券

の分析及び意見を参考として当行と交渉・協議を行い、上記１．(1)「本株式移転

に係る割当ての内容 (株式移転比率)」記載の合意した株式移転比率により本株式

移転を行うことを平成29年９月15日に開催された取締役会において決議いたしま

した。 

 また、三重銀行はＳＭＢＣ日興証券から平成29年９月14日付にて、本株式移転

における株式移転比率は、三重銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当であ

る旨の意見書 (フェアネス・オピニオン) を取得しております。ＳＭＢＣ日興証

券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別添３をご参

照ください。 

 
② 独立した財務アドバイザーからのフェアネス・オピニオンの取得 

 三重銀行は、本株式移転の検討に関する助言その他本株式移転の実現に向けた

支援を受けるため、上記①の独立した第三者算定機関のほか、大和証券株式会社 

(以下､「大和証券」といいます｡）を独立した財務アドバイザーとして起用し、平

成29年９月14日付にて、本株式移転における株式移転比率は、三重銀行の普通株

主にとって財務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を

取得しております。 

 なお、三重銀行の財務アドバイザーである大和証券は、三重銀行の関連当事者

には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりませ

ん。 

 大和証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別添

４をご参照ください。 

 
③ 独立した法律事務所からの助言 

 三重銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行

から独立したリーガル・アドバイザーであるＴＭＩ総合法律事務所から、三重銀

行の意思決定の方法、過程その他本株式移転に係る手続に関する法的助言を受け

ております。 

 
（5）利益相反を回避するための措置 

 本株式移転にあたって、当行と三重銀行との間には特段の利益相反関係は存しな

いことから、特別な措置は講じておりません。 
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３．共同持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項 

 当行及び三重銀行は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同持株会

社の資本金及び準備金の額を以下のとおり決定いたしました。 

（1）資本金の額 10,000,000,000円

（2）資本準備金の額 2,500,000,000円

（3）利益準備金の額 0円

 これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸

事情を総合的に勘案・検討し、当行と三重銀行が協議の上、会社計算規則第52条の

規定の範囲内で決定したものであります。 

 

３ 
 

会社法第773条第１項第９号および第10号に掲げる事項についての定めの相当

性に関する事項 
 

共同持株会社は、本株式移転に際して、基準時において当行が発行している以下の表

第１欄に掲げる第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権（以下､ 

｢割当対象新株予約権」といいます｡）の新株予約権者に対し、割当対象新株予約権に代

わり、割当対象新株予約権の総数と同数の、以下の表第２欄に掲げる株式会社三十三フ

ィナンシャルグループ120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（劣後特約付）に付される新株予約権（以下､「新会社発行新株予約権」といいま

す｡）を交付いたします。共同持株会社は、基準時における割当対象新株予約権の新株予

約権者に対し、その保有する割当対象新株予約権１個に対して新会社発行新株予約権１

個の割合をもって割り当てます。 

また、共同持株会社は、本株式移転に際し、基準時において当行が発行している第１

回無担保転換社債型新株予約権付社債について、当行が社債権者に対し負担する社債債

務のうち基準時において未償還のもの全てを、株式会社三十三フィナンシャルグループ

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）

として承継するものとします。 

これらの事項につきましては、本株式移転後も、当行が発行している第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債の権利者に従前と可及的に同等の権利を維持していただくた

めに、割当対象新株予約権の発行要項第13項第（14）号に定める新株予約権付社債の承

継に関する規定に従い、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債１個の経済的価値と、

共同持株会社による承継後の株式会社三十三フィナンシャルグループ120％コールオプシ

ョン条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）１個の経済的価値

とが実質的に同等となるように定められたものであり、相当であると判断しております。 

第１欄 第２欄 

第三銀行が発行している 

新株予約権付社債 

交付する共同持株会社の 

新株予約権付社債 

名称 内容 名称 内容 
 
株式会社第三銀行 

120％コールオプショ

ン条項付第１回無担保

転換社債型新株予約権

付社債 (劣後特約付) 

本株式移転計画 

別紙３記載 

 
株式会社三十三フィナ

ンシャルグループ 

120％コールオプショ

ン条項付第１回無担保

転換社債型新株予約権

付社債 (劣後特約付) 

本株式移転計画 

別紙４記載 
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４ 
 

三重銀行に関する事項 
 

１．最終事業年度（平成29年３月期）に係る計算書類等の内容 

 別添５「平成29年３月期に係る株式会社三重銀行に関する事項」に記載のとおりで

あります。 

２．最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 

５ 
 

当行において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を

与える事象の内容 
 

 該当事項はありません。 

 

６ 
 

株式移転が効力を生じる日以後における共同持株会社の債務の履行の見込み

に関する事項 
 

 本株式移転に際して、当行が共同持株会社である株式会社三十三フィナンシャルグル

ープに承継させる予定の負債は、当行が発行している株式会社第三銀行120％コールオプ

ション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）のうち社債に係

る債務69億8,900万円であります。 

 平成29年９月30日時点において、株式会社三重銀行の連結純資産が1,269億円、当行の

連結純資産が1,155億円あることから、本株式移転の効力発生日における株式会社三十三

フィナンシャルグループの資産の額は負債の額を大幅に上回る予定です。 

 また、本株式移転の効力発生日以後に株式会社三十三フィナンシャルグループの負担

すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

 したがって、本株式移転の効力発生日以後における株式会社三十三フィナンシャルグ

ループの債務についての履行の見込みがあると判断しています。 

 

以 上 
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別添１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式移転計画書（写） 
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別添１ 

株式移転計画書（写） 

 

 株式会社三重銀行（以下「甲」という｡）及び株式会社第三銀行（以下「乙」という｡）は、

共同株式移転の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同して株

式移転計画書 (以下 ｢本計画」という｡) を作成する。 

 

第１条（本株式移転） 

 本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により新たに設立する株

式移転設立完全親会社（以下「新会社」という｡）の成立日（第７条に定義する。以下同じ｡）

において、甲及び乙の発行済株式の全部を新会社に取得させる株式移転（以下「本株式移転」

という｡）を行うものとし、これにより甲及び乙は新会社の完全子会社となる。 

 

第２条（新会社の目的、商号、本店の所在地、本社の所在場所並びに発行可能株式総数及び発

行可能種類株式総数その他定款で定める事項等） 

１． 新会社の目的、商号、本店の所在地、本社の所在場所並びに発行可能株式総数及び発行

可能種類株式総数は以下のとおりとする。 

(1) 目的 

新会社の目的は、別紙１の定款第２条記載のとおりとする。 

(2) 商号 

新会社の商号は、｢株式会社三十三フィナンシャルグループ」とし、英文では「San ju 

San Financial Group,Inc.」と表示する。 

(3) 本店の所在地 

新会社の本店の所在地は三重県松阪市とし、本店の所在場所は三重県松阪市京町510番

地とする。 

(4) 本社の所在場所 

新会社の本社の所在場所は三重県四日市市西新地７番８号とする。 

(5) 発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数 

新会社の発行可能株式総数は、７千万株とし、各種類株式の発行可能種類株式総数は

次のとおりとする。 

普通株式      ７千万株 

第一種優先株式   ７千万株 

２．前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙１の定款記載のとおりと

する。 

 

第３条（新会社の設立時取締役及び設立時監査等委員の氏名並びに設立時会計監査人の名称） 

１． 新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く｡）の氏名は、次の

とおりとする。 

代表取締役会長 岩間 弘 

代表取締役社長 渡辺 三憲 

取締役 谷川 憲三 

取締役 種橋 潤治 

取締役 井口 篤 

取締役 山本 隆司 

取締役 藤田 隆弘 

取締役 堀内 浩樹 

２．新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 

取締役 坂本 康隆 

社外取締役 藤原 信義 

社外取締役 野呂 昭彦 

社外取締役 古川 典明 

  



12 

３．新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 

  有限責任あずさ監査法人 

 

第４条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て） 

１．本株式移転に際して交付する株式の種類及び数 

(1) 新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前

時 (以下 ｢基準時」という｡) における甲及び乙の普通株式の株主 (以下「普通株主」

という｡) に対し、それぞれその所有する甲及び乙の普通株式に代わり、(ⅰ) 甲が基

準時に発行している普通株式の数の合計に１を乗じた数、及び (ⅱ) 乙が基準時に発

行している普通株式の数の合計に0.7を乗じた数を合計した数と同数の新会社の普通

株式 (以下「交付株式 (普通株式)」という｡) を交付する。 

(2) 新会社は、本株式移転に際して、基準時における乙のA種優先株式の株主 (以下「優先

株主」という｡) に対し、その所有する乙のＡ種優先株式に代わり、乙が基準時に発

行しているＡ種優先株式の数の合計に0.7を乗じた数の別紙２に記載する内容の新会

社の第一種優先株式 (以下「交付株式 (優先株式)」といい、交付株式 (普通株式) 

と併せて「交付株式」と総称する｡) を交付する。 

２．新会社の株式の割当て 

(1) 新会社は、前項第１号の定めにより交付される交付株式（普通株式）を、基準時にお

ける甲及び乙の普通株主に対して、それぞれ以下の割合（以下「株式移転比率」と個

別に又は総称していう｡）をもって割り当てる。 

① 甲の普通株主に対しては、その所有する甲の普通株式１株に対して新会社の普通株

式１株 

② 乙の普通株主に対しては、その所有する乙の普通株式１株に対して新会社の普通株

式0.7株 

(2) 新会社は、前項第２号の定めにより交付される交付株式（優先株式）を、基準時にお

ける乙の優先株主に対して、その所有する乙のＡ種優先株式１株に対して新会社の第

一種優先株式0.7株の割合をもって割り当てる。 

３． 前二項の計算において、１株に満たない端数が生じる場合には、会社法第234条その他関

係法令の規定に従い処理するものとする。 

４． 甲及び乙は、本計画作成後に、株式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見さ

れた場合又は当該事由が生じた場合には、協議の上、合意により株式移転比率を変更す

ることができるものとする。この場合、本株式移転に際して交付する株式の数も変更後

の株式移転比率に応じて変更されるものとする。 

 

第５条（新会社の資本金及び準備金の額） 

 新会社の成立日における新会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(1) 資本金の額 10,000,000,000円

(2) 資本準備金の額 2,500,000,000円

(3) 利益準備金の額 0円

(4) 資本剰余金の額 会社計算規則第52条第１項に定める株主資本変動額から上記 

(1) 及び (2) の額の合計額を減じて得た額 

 

第６条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て並びに社債の承継） 

１． 新会社は、本株式移転に際して、以下の表第１欄に掲げる基準時において乙が発行して

いる新株予約権付社債に付された新株予約権 (以下「割当対象新株予約権」という｡) の

新株予約権者 (以下 ｢割当対象新株予約権者」という｡) に対し、割当対象新株予約権に

代わり、割当対象新株予約権の総数と同数の、以下の表第２欄に掲げる株式会社三十三

フィナンシャルグループ120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債 (劣後特約付) に付される新株予約権 (以下「新会社発行新株予約権」とい

う｡) を交付する。 
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２． 新会社は、本株式移転に際して、前項の定めにより交付される新株予約権を、基準時に

おける割当対象新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する割当対象新株予約権１

個に対して新会社発行新株予約権１個の割合をもって割り当てる。 

３． 新会社は、本株式移転に際し、以下の表第１欄に掲げる基準時において乙が発行してい

る新株予約権付社債について、社債権者に対し乙が負担する社債債務のうち基準時にお

いて未償還のもの全てを、同表第２欄に掲げる株式会社三十三フィナンシャルグループ

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）

として承継し、その承継に係る社債債務の金額は、以下の表第３欄に掲げる額とする。 

４． 本計画作成後新会社の成立日までの間、割当対象新株予約権が行使された場合には、第

１項乃至第３項に規定した交付及び割当てに係る新会社発行新株予約権及び承継される

社債債務について、それぞれ、当該行使に係る割当対象新株予約権の数及び当該行使に

際して払い込まれた社債の金額を、交付及び割当てに係る新会社発行新株予約権並びに

承継に係る社債債務額から減じるものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 

名称 内容 名称 内容 社債債務額 

株 式 会 社 第 三 銀 行
120％コールオプショ
ン条項付第１回無担保
転換社債型新株予約権
付社債（劣後特約付） 

別紙３ 
記載 

株式会社三十三フィナ
ン シ ャ ル グ ル ー プ
120％コールオプショ
ン条項付第１回無担保
転換社債型新株予約権
付社債（劣後特約付） 

別紙４ 
記載 

社債債務額： 
6,989,000,000円 

 

第７条（新会社の成立日） 

 新会社の設立の登記をすべき日（本計画において「成立日」という｡）は、平成30年４月２

日とする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙

協議の上、合意によりこれを変更することができる。 

 

第８条（株式移転計画承認株主総会） 

１． 甲は、平成29年12月15日を開催日として臨時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株

式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。 

２． 乙は、平成29年12月15日を開催日として臨時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株

式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。また、乙は、平成29年12月15日

を開催日として乙の普通株主による種類株主総会及び乙の優先株主による種類株主総会

において、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。 

３． 本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合

意により前二項に定める本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求め

る各株主総会及び各種類株主総会の開催日を変更することができる。 

 

第９条（株式上場等、株主名簿管理人） 

１． 新会社は、成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所及び株式

会社名古屋証券取引所への上場並びにその発行する株式会社三十三フィナンシャルグル

ープ120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約

付）の株式会社東京証券取引所への上場を予定するものとし、甲乙協議の上、可能な限

り相互に協力して当該上場に必要な手続を行う。 

２． 新会社の設立時における株主名簿管理人は、日本証券代行株式会社とする。 
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第10条（剰余金の配当） 

１． 甲は、①平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株主又は普

通株式の登録株式質権者に対して、普通株式１株あたり32.50円を限度として、②平成30

年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株主又は普通株式の登録株

式質権者に対して、普通株式1株あたり32.50円を限度として、それぞれ剰余金の配当を

行うことができる。 

２． 乙は、平成30年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の普通株主又は普通

株式の登録株式質権者に対して、普通株式１株あたり50.00円を限度として、それぞれ剰

余金の配当を行うことができる。 

３． 乙は、平成30年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の優先株主又はA種優

先株式の登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株あたり56.40円を限度として、それ

ぞれ剰余金の配当を行うことができる。 

４． 甲及び乙は、前三項に定める場合を除き、本計画作成後新会社の成立日までの間、新会

社の成立日以前を基準日とする剰余金の配当決議を行ってはならない。但し、甲及び乙

にて協議の上、合意をした場合についてはこの限りでない。 

 

第11条（自己株式の消却） 

 甲及び乙は、新会社の成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、

それぞれが基準時において保有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条

第１項に基づく株式買取請求に応じて取得する自己株式を含む｡）の全部を消却するものとす

る。 

 

第12条（会社財産の管理等） 

 甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、それぞれ善良な管理者の注意をもっ

て自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社をして善良

なる管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わせるものとし、

それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為については、本計画において別

途定める場合を除き、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意の上、これを行い、又はこれを行

わせる。 

 

第13条（本計画の効力） 

 本計画は、第８条に定める甲若しくは乙の株主総会若しくは種類株主総会のいずれかにお

いて、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、新会

社の成立日までに本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の認可・許可・登録・承認等 

(本株式移転に関する銀行法第52条の17に規定される認可及び金融機能の強化のための特別措

置に関する法律第13条第１項に規定される認可を含むがこれらに限られない｡）が得られなか

った場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。 

 

第14条（株式移転条件の変更及び本株式移転の中止） 

 本計画の作成後新会社成立日までの間において、甲若しくは乙の財産状態若しくは経営状

態に重大な変更が発生した場合又は重大な影響を与える事由があることが判明した場合、本

株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場合、本株式移転を

実行することが甲又は乙の役員の善管注意義務違反を構成する具体的なおそれのある事態が

生じ若しくは明らかとなった場合、その他本計画の目的の達成が著しく困難となった場合に

は、甲及び乙は協議の上、書面による合意により、本株式移転の条件その他本計画の内容を

変更し、又は本株式移転を中止することができる。 

 

第15条（協議事項） 

 本計画に定める事項のほか、本計画に定めがない事項、その他本株式移転に必要な事項は、

本計画の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議し、合意の上定める。 
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以上、本計画の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成29年９月15日 

 

甲：三重県四日市市西新地７番８号 

  株式会社三重銀行 

  取締役頭取 渡辺 三憲 ㊞ 

 

乙：三重県松阪市京町510番地 

  株式会社第三銀行 

  取締役頭取 岩間 弘  ㊞ 
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別紙１ 

株式会社三十三フィナンシャルグループ 定款 

 

第１章  総  則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社三十三フィナンシャルグループと称する。英文では、San ju San 

Financial Group,Inc.と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 

１．銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯

または関連する業務 

２．前号に規定する業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことのできる業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を三重県松阪市に置く。 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査等委員会 

３．会計監査人 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。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、日本経済新聞に掲載する方法により行

う。 

 

第２章  株  式 

 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は７千万株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は７千

万株、第一種優先株式の発行可能種類株式総数は７千万株とする。 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式

を取得することができる。 

②  当会社は、会社法第459条の規定により、取締役会の決議によって、同法第160条第１

項の規定による決定をする場合以外の場合における同法第156条第１項各号に掲げる

事項を定め、自己の株式を取得することができる。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の全ての種類の株式の単元株式数は、それぞれ100株とする。 

 

（単元未満株式を有する株主の権利） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げ

る権利以外の権利を行使することができない。 

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 
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３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける

権利 

４．次条に定める請求をする権利 

 

（単元未満株式の買増し） 

第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数

と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 

 

（株主名簿管理人） 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公

告する。 

③  当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置き、その他の株

主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会に

おいて定める株式取扱規程による。 

 

第３章 優先株式 

 

（第一種優先配当金） 

第13条 当会社は、第45条第１項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 終の株主名簿に記載または記録された第一種優先株式を有する株主 (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｡) に対し、普通株式を有する株主 (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、第一種優先株式

１株につき、5,000円を0.7で除した金額 (ただし、第一種優先株式につき、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、次に定める第一種優先配当年率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「第一種優先配当金」という｡) の配当をする。

ただし、第一種優先配当年率は、８％を上限とする。また、当該基準日の属する事業年度に

おいて第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して第14条に定める第一種優先

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。 

 

第一種優先配当年率 

第一種優先配当年率＝日本円TIBOR（12ヶ月物）＋1.00％ 

なお、第一種優先配当年率は、％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「第一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) として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関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、第一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、ICE Benchmark Administration Limited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。｢営業日」とはロンドンおよび東京に

おいて銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。 
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②  ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対してする

剰余金の配当の額の合計額が第一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。 

③  第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額

を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社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

たは当会社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。 

 

（第一種優先中間配当金） 

第14条 当会社は、第46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

の株主名簿に記載または記録された第一種優先株主または第一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、第一種優先株式１株につき、第一種優先配当

金の額の２分の１を上限とする金銭（以下「第一種優先中間配当金」という｡）を支払う。 

 

（第一種優先株主に対する残余財産の分配） 

第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質

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、第一種優先株式１株につき、

5,000円を0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、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｡）に次に定める経

過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

 

経過第一種優先配当金相当額 

第一種優先株式１株当たりの経過第一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｡）までの日数に第一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一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して第一

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  第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産

の分配は行わない。 

 

（第一種優先株主の議決権） 

第16条 第一種優先株主は、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、第一種優先株主は､（ⅰ）第一種優先株式の発行時に株式会社第三銀行（以下 

｢第三銀行」という｡）が発行するA種優先株式の株主が同銀行株主総会において全ての事項に

ついて議決権を行使することができるときはその発行時より､（ⅱ）定時株主総会に第一種優

先配当金の額全部（第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、第一種優先

中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払い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､（ⅲ）第一種優先配当金の額全部（第一種優先株主または

第一種優先登録株式質権者に対して、第一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）の支払い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

主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部（第一種優先株主または第一種優先登録株

式質権者に対して、第一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

い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。 

 

  



19 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第17条 第一種優先株主は、次項に定める取得を請求することができる期間（以下「取得請求

期間」という｡）中、当会社に対して自己の有する第一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、当会社は第一種優先株主がかかる取得の請

求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、第３項に定める財産を当該第一種優先株

主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の

請求をすることができないものとする。 

② 取得請求期間は、当会社設立の日より平成36年９月30日までとする。 

③  当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第

一種優先株式数に5,000円を0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、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｡）を乗じた額を第４項ないし第８項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、第一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り扱

う。 

④  取得価額は、当初、当会社設立の日の時価とする。当会社設立の日の時価とは、平成

30年３月の第３金曜日（当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という｡）までの

直近の５連続取引日の株式会社東京証券取引所における第三銀行の普通株式の毎日の

終値（気配表示を含む。以下「終値」という｡）の平均値（ただし、終値のない日を

除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取

引日までの５連続取引日とする｡）に相当する金額を0.7で除した金額（円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる｡）とする。ただし、かかる計算の結

果、取得価額が第７項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、決定日まで（当日を含む｡）の直近の５連続取引日（ただし、終値のない

日は除き、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

額が第７項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５連続取引日の初日以降決定日まで（当日を含む｡）の間に、第８

項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 取得価額には上限を設けない。 

⑦ 1,005円を0.7で除した金額を「下限取得価額」という (ただし、次項による調整を受

ける｡)。 

⑧ イ．第一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 

× 
時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
 

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価 (下記ハ．に定義する。以下同じ｡) 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、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株

式もしくは新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第８項にお

いて同じ｡) その他の証券 (以下「取得請求権付株式等」という｡)、または当会社の

普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取

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｡) 
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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も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。 

(ⅱ) 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

準日における当会社の自己株式である普通株式に関して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。 

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額 (下記ニ.に定義する。以下、本 (ⅲ)、

下記 (ⅳ) および (ⅴ) ならびに下記ハ．(ⅳ) において同じ｡) をもって当会社の普

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も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。 

(ⅳ) 当会社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 

(本イ．または下記ロ．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の前に上記（ⅲ）または本（ⅳ）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（ⅲ）または本（ⅳ）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、第５

項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（ⅲ）または本（ⅳ）

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。 
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(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（ⅲ）または本（ⅳ）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、第5

項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（ⅲ）または本（ⅳ）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。 

(ⅴ) 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（ⅲ）または（ⅳ）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（下記ホ．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（ⅴ）による調整は行わない。 

(ⅵ) 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、併合により減少する普通株式数 

(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して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。 

 

ロ．上記イ.（ⅰ）ないし（ⅵ）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。 

ハ．(ⅰ) 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、第８項に準じて調整する。 

(ⅱ) 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。 

(ⅲ) 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 (上記イ．(ⅰ) ないし (ⅲ) 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、当会社の発行済普通株式数 (自己

株式である普通株式の数を除く｡) に当該取得価額の調整の前に上記イ．お

よびロ．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イ．(ⅳ) 

(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イ．(iv) (b) または (c) に

基づく調整に先立って適用された上記イ．(ⅲ) または (ⅳ) 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。 

(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ．(ⅰ) 

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

よる払込の場合には適正な評価額)、上記イ．(ⅱ) および (ⅵ) の場合には

０円、上記イ．(ⅲ) ないし (ⅴ) の場合には価額 (ただし、(ⅳ) の場合は

修正価額) とする。 
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ニ． 上記イ.（ⅲ）ないし（ⅴ）および上記ハ.（ⅳ）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の数で除した金額をいう。 

ホ． 上記イ.（ⅴ）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、上記ハ.（ⅲ）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。 

ヘ． 上記イ.（ⅰ）ないし（ⅲ）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会社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、上記イ.（ⅰ）ないし（ⅲ）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。 

ト． 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。 

⑨  第４項ないし第８項に定める取得価額（第19条第２項に定める一斉取得価額を含む。

以下、本項において同じ｡）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には、当会社の取締役会は、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。 

 

（金銭を対価とする取得条項） 

第18条 当会社は、平成31年10月１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、第一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、当会社は、かかる第一種優

先株式を取得するのと引換えに、次項に定める財産を第一種優先株主に対して交付するもの

とする。なお、第一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

決定後も前条第１項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  当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式１株につき、5,000円

を0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、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

第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本項においては、第15

条第１項に定める経過第一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、経過第一種優先配

当金相当額を計算する。 
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（普通株式を対価とする取得条項） 

第19条 当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第一種優先株式の全

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、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、

その有する第一種優先株式数に5,000円を0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、

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｡）を乗じた額を次項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。第一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  一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる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。 

 

（株式の分割または併合および株式無償割当て） 

第20条 当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第一種優先株式の種

類ごとに、同時に同一の割合で行う。 

②  当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第一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。 

 

（除斥期間） 

第21条 第47条の規定は、第一種優先配当金の支払についてこれを準用する。 

 

第４章  株主総会 

 

（株主総会の招集） 

第22条 当会社の定時株主総会は、毎年４月１日から３ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、

必要があるときにこれを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第23条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。 

 

（株主総会の招集権者および議長） 

第24条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集してその議長と

なる。 

②  取締役社長に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた

順序により他の取締役がこれに代る。 

 

（決議の方法） 

第25条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第26条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使す

ることができる。 

② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければ

ならない。 
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（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第27条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連

結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従い

インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなす

ことができる。 

 

（種類株主総会） 

第28条 第24条、第25条第１項、第26条および第27条の規定は種類株主総会にこれを準用する。 

② 第23条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。 

③  会社法第324条第２項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

第５章  取締役および取締役会 

 

（員数） 

第29条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く｡）は、12名以内とする。 

② 当会社の監査等委員である取締役は、６名以内とする。 

 

（選任） 

第30条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の

取締役とを区別して選任する。 

② 前項の選任にあたっては、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

（任期） 

第31条 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の任期は、選任後１年以内に終了する事業

年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち 終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員

である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までと

する。 

 

（取締役会） 

第32条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役

会規程による。 

 

（役付取締役） 

第33条 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長および取締

役副社長各１名ならびに専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。 

② 役付取締役の職務に関する事項は、取締役会において定める取締役会規程による。 

 

（代表取締役） 

第34条 取締役社長は当会社を代表する。 

② 取締役会は、その決議によって、取締役社長以外の代表取締役を選定することができ

る。 
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（取締役会の招集） 

第35条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集してその議長と

なる。取締役会長に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた

順序により、他の取締役がこれに代る。 

② 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の３日前までに発するものとする。た

だし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 

③ 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催すること

ができる。 

 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第36条 取締役会は、会社法第399条の13第６項の規定により、その決議によって、取締役会に

おいて決定すべき重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く｡）の決定の全部また

は一部を取締役に委任することができる。 

 

（取締役の報酬等） 

第37条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、

株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。 

 

（取締役会の決議方法等） 

第38条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって行う。 

②  当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項

につき、取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（取締役の責任免除） 

第39条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるもの

を除く｡）との間で同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する 低責任限度額とする。 

 

第６章  監査等委員および監査等委員会 

 

（監査等委員会の招集） 

第40条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の３日前までに発するものと

する。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 

②  監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催

することができる。 

 

（監査等委員会規程） 

第41条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定め

る監査等委員会規程による。 

 

第７章 会計監査人 

 

（選任方法） 

第42条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 
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（任期） 

第43条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

②  前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会にお

いて再任されたものとする。 

 

第８章  計  算 

 

（事業年度） 

第44条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。 

② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第46条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をする

ことができる。 

 

（配当の除斥期間等） 

第47条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満５年を経過したときは、当会

社はその支払義務を免れる。 

② 未払の金銭による剰余金の配当には、利息をつけない。 

 

附 則 

 

（ 初の事業年度） 

第１条 第44条の規定にかかわらず、当会社の 初の事業年度は、当会社の成立の日から平成

31年３月31日までとする。 

 

（ 初の取締役の報酬） 

第２条 第37条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から 初の定時株主総会終結の時まで

の取締役 (監査等委員である取締役を除く｡) の報酬は年額300百万円以内とする。 

② 第37条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から 初の定時株主総会終結の時まで

の監査等委員である取締役の報酬は年額60百万円以内とする。 

 

（本附則の削除） 

第３条 本附則は、当会社の成立後 初の定時株主総会終結の時をもって、削除する。 

 

以上 
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別紙２ 

株式会社三十三フィナンシャルグループ第一種優先株式発行要項 

 

１．発行する株式の種類 

株式会社三十三フィナンシャルグループ第一種優先株式（以下「第一種優先株式」という｡） 

 

２．発行する株式の数 

4,200,000株 

 

３．発行方法 

当会社は、株式会社三重銀行（以下「三重銀行」という｡）及び株式会社第三銀行（以下 

｢第三銀行」という｡）を株式移転完全子会社とし、当会社を株式移転設立完全親会社とす

る株式移転（以下「本株式移転」という｡）に際して第一種優先株式を発行し、本株式移転

により当会社が三重銀行及び第三銀行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時におけ

る第三銀行のA種優先株式の株主に対し、その所有する第三銀行のA種優先株式１株につき

第一種優先株式0.7株の割合をもって割当交付する。 

 

４．第一種優先配当金 

(1) 第一種優先配当金 

当会社は、定款第45条第１項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 終の株主名簿に記載または記録された第一種優先株式を有する株主 (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｡) に対し、普通株式を有する株主 (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、第一種優先株式１株につき、5,000円を0.7で除した金額 (ただし、第一種優先株式

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「第一種優先配当

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「第一種優先配当金」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一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に

対して第５項に定める第一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) 第一種優先配当年率 

第一種優先配当年率＝日本円TIBOR（12ヶ月物）＋1.00％ 

なお、各事業年度に係る第一種優先配当年率は、％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「第一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) として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関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、第一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、ICE Benchmark 

Administration Limited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。｢営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の

営業を行っている日をいう。 

ただし、上記の算出の結果が８％を超える場合には、第一種優先配当年率は８％とする。 
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(3) 非累積条項 

ある事業年度において第一種優先株主または第一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一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 

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を

超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社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

会社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。 

 

５．第一種優先中間配当金 

当会社は、定款第46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

の株主名簿に記載または記録された第一種優先株主または第一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、第一種優先株式１株につき、第一種優

先配当金の額の２分の１を上限とする金銭（以下「第一種優先中間配当金」という｡）を支

払う。 

 

６．残余財産 

(1) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一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、第一種優先株式1株につき、

5,000円を0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、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）に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

 

(2) 経過第一種優先配当金相当額 

第一種優先株式１株当たりの経過第一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｡) までの日数に第一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一種優先株主または第一種優先登録

株式質権者に対して第一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。 

 

(3) 非参加条項 

第一種優先株主または第一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。 
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７．議決権 

第一種優先株主は、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、第一種優先株主は､（ⅰ）第一種優先株式の発行時に第三銀行が発行するA種優先

株式の株主が同銀行株主総会において全ての事項について議決権を行使することができる

ときはその発行時より､（ⅱ）定時株主総会に第一種優先配当金の額全部（第一種優先中間

配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払い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､ (ⅲ) 第一種優先配当金の額全部 (第一種優先中間配当金

を支払ったときは、その額を控除した額) の支払い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、第一種優先配当金の額全部（第

一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）の支払いを受ける旨の決議

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。 

 

８．普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 取得請求権 

第一種優先株主は、下記（2）に定める取得を請求することのできる期間中、当会社に対

して自己の有する第一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、当会社は、第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先

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一種優先株主に対して交

付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をす

ることができないものとする。 

 

(2) 取得を請求することのできる期間 

当会社設立の日より平成36年９月30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 

当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一

種優先株式数に5,000円を0.7で除した金額 (ただし、第一種優先株式につき、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、第一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り扱う。 

 

(4) 当初取得価額 

当初取得価額は、当会社設立の日の時価とする。当会社設立の日の時価とは、平成30年

３月の第３金曜日 (当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という｡) までの直近の５

連続取引日の株式会社東京証券取引所における第三銀行の普通株式の毎日の終値 (気配

表示を含む。以下「終値」という｡) の平均値 (ただし、終値のない日を除き、当初取得

価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの５連続

取引日とする｡) に相当する金額を0.7で除した金額 (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。 
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(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、決定日まで（当日を含む｡）の直近の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、

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

当会社の普通株式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５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 

1,005円を0.7で除した金額 (ただし、下記 (8) による調整を受ける｡)。 

 

(8) 取得価額の調整 

イ． 第一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 

× 
時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
 

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価 (下記ハ．に定義する。以下同じ｡) 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、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権

付株式もしくは新株予約権 (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

会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式も

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も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。 

 

(ⅱ) 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 

(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して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。 
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(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額 (下記ニ. に定義する。以下、本 

(ⅲ)、下記 (ⅳ) および (ⅴ) ならびに下記ハ. (ⅳ) において同じ｡) をもって当

会社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も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。 

 

(ⅳ) 当会社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 

(本イ．またはロ．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の前に上記（ⅲ）または本（ⅳ）

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（ⅲ）または本（ⅳ）

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（ⅲ）または本 

(ⅳ）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（ⅲ）または本（ⅳ）

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（ⅲ）または本（ⅳ）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。 

 

(ⅴ) 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。 
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ただし、当該取得条項付株式等について既に上記（ⅲ）または（ⅳ）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（下記ホ. 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（ⅴ）による調整は行わない。 

 

(ⅵ) 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、併合により減少する普通株式

数（効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通

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。 

 

ロ．上記イ.（ⅰ）ないし（ⅵ）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。 

 

ハ．(ⅰ) 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

連続取引日の当会社の普通株式の毎日の終値の平均値（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。 

(ⅱ) 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。 

(ⅲ) 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 

(上記イ. (ⅰ) ないし (ⅲ) 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、当会社の発行済普通株式数 (自己株式である普通株式

の数を除く｡) に当該取得価額の調整の前に上記イ. およびロ. 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イ. (ⅳ) (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

る直近の上記イ. (ⅳ) (b) または (c) に基づく調整に先立って適用された上記

イ. (ⅲ) または (ⅳ) 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。 

(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ. (ⅰ) 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

の場合には適正な評価額)、上記イ. (ⅱ) および (ⅵ) の場合には０円、上記イ. 

(ⅲ) ないし (ⅴ) の場合には価額 (ただし、(ⅳ) の場合は修正価額) とする。 

 

ニ． 上記イ.（ⅲ）ないし（ⅴ）および上記ハ.（ⅳ）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の数で除した金額をいう。 
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ホ． 上記イ.（ⅴ）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、上記ハ.（ⅲ）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。 

 

ヘ． 上記イ.（ⅰ）ないし（ⅲ）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会社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、上記イ.（ⅰ）ないし（ⅲ）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。 

 

ト． 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。 

 

(9) 合理的な措置 

上記 (4) ないし (8) に定める取得価額 (第10項 (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

合理となる場合には、当会社の取締役会は、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

到着した時に発生する。 

 

９．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 

当会社は、平成31年10月１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、第一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当会社の普通株式の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、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記 (2) に定め

る財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一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。取得日の決定後も第８項 (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。 
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(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式１株につき、5,000円を

0.7で除した金額（ただし、第一種優先株式につき、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｡）に経過第一種優

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、第６項（2）

に定める経過第一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、経過第一種優先配当金相当額を

計算する。 

 

10．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 

当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第一種優先株式の全て

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、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対

し、その有する第一種優先株式数に5,000円を0.7で除した金額 (ただし、第一種優先株

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。第一種優先株

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り扱う。 

 

(2) 一斉取得価額 

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の当会社の

普通株式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。 

 

11．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 

当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第一種優先株式の種類

ごとに、同時に同一の割合で行う。 

 

(2) 株式無償割当て 

当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第一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。 

 

12．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、

当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。 

 

13．その他 

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。 

 

以上 
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【新株予約権の内容】｢株式移転計画書 (写)」別紙３～別紙４ 

別紙３ 

株式会社第三銀行 

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付） 

社債要項 

 

 株式会社第三銀行 (以下「当行」という｡) が平成26年１月14日に開催した取締役会の決議に

基づいて発行する株式会社第三銀行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債 (劣後特約付) (以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社

債｣、新株予約権のみを「本新株予約権」という｡) の要項は、次のとおりとする。 

 

１． 社債総額 金70億円 

２． 各社債の金額 金100万円 

３． 社債、株式等の振替に関する

法律の適用 

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法

律（以下 ｢社債等振替法」という｡）の規定の適用を受

け、振替機関 (第25項に定める。以下同じ｡) の振替業

に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるもの

とする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債の社債

権者（以下「本社債権者」という｡）が新株予約権付社

債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株

予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されな

い。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株

予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付

社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約

権付社債券を記名式とすることを請求することはできな

い。 

４． 新株予約権又は社債の譲渡 本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第

３項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方の

みを譲渡することはできない。 

５． 社債の利率 本社債には利息を付さない。 

６． 社債の払込金額（発行価額） 各社債の金額100円につき金100円 

７． 社債の発行価格 各社債の金額100円につき金102.5円 

８． 社債の償還金額 各社債の金額100円につき金100円 

ただし、繰上償還する場合は第11項第（2）号乃至第

(4）号に定める金額による。 

９．担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のため

に特に留保されている資産はない。 

10．社債管理者 

(1) 社債管理者の名称 

株式会社みずほ銀行 

(2) 債権者の異議手続における社債管理者の権限 

会社法第740条第２項本文の定めにかかわらず、社債管理者は、同条第１項に掲げる債権

者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに本社債権者のために異議を述べ

ることは行わない。 
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(3) 社債管理者の辞任 

① 社債管理者は、以下に定める場合その他正当な事由がある場合は、社債管理者の事務

を承継する者を定めて辞任することができる。 

(イ) 社債管理者と本社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある

場合。 

(ロ) 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃

止しようとする場合。 

② 本号①の場合には、当行並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅

滞なくかかる変更によって必要となる手続を行わなければならない。 

11．社債の償還の方法及び期限 

(1) 本社債の元金は、平成31年４月30日にその総額を償還する。ただし、繰上償還に関して

は本項第 (2) 号乃至第 (4) 号に、買入消却に関しては本項第 (6) 号に定めるところに

よる。 

(2) 組織再編行為による繰上償還 

① 組織再編行為（本号⑤に定義する｡）が当行の株主総会（株主総会の承認が不要な場合

は取締役会）で承認された場合において、当行が、かかる承認の日（以下「組織再編

行為承認日」という｡）までに、社債管理者に対し、承継会社等（本号⑥に定義する。

以下同じ｡）が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金

融商品取引所における上場会社であることを、当行としては予定していない旨を記載

し、当行の代表取締役が署名した証明書を交付した場合には、当行は、償還日（当該

組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日とする。ただし、当該組織再編行為の効

力発生日が組織再編行為承認日から30日以内に到来する場合には、下記に定める公告

を行った日から30日目以降の日とする｡）の30日前までに必要事項を公告した上で、

残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②乃至④に従って決定される償還金額 

(以下「組織再編行為償還金額」という｡）で繰上償還する。 

②  組織再編行為償還金額は、参照パリティ (本号③に定義する｡) 及び償還日に応じて

下記の表 (本社債の各社債の金額に対する割合 (百分率) として表示する｡) に従っ

て決定される。 
 

組織再編行為償還金額（％） 

償還日 
参照パリティ 

80 90 100 110 120 130 

平成26年１月29日 98.25 102.03 107.00 113.25 120.89 130.00 

平成27年１月29日 98.90 102.49 107.30 113.44 120.98 130.00 

平成28年１月29日 99.46 102.81 107.42 113.37 120.78 130.00 

平成29年１月29日 99.82 102.89 107.33 113.23 120.70 130.00 

平成30年１月29日 99.87 102.44 106.65 112.66 120.45 130.00 

平成31年１月29日 99.70 100.53 103.81 110.57 120.00 130.00 

平成31年４月26日 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 
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③ ｢参照パリティ」は、(イ) 当該組織再編行為に関して当行普通株式の株主に支払われ

る対価が金銭のみである場合には、当行普通株式１株につき支払われる当該金銭の額

を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額 (第13項第 (6) 号②に定義する。

以下同じ｡) で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、

これを百分率で表示する｡) とし、(ロ) 上記 (イ) 以外の場合には、会社法に基づき

当行の取締役会において当該組織再編行為の条件 (当該組織再編行為に関して支払わ

れ又は交付される対価を含む｡) が決議された日 (決議の日よりも後に当該組織再編

行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日) の直後の取引日に始まる５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終値 (気配表示を

含まない。以下本項において同じ｡) の平均値を、当該５連続取引日の 終日時点で

有効な転換価額で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入

し、これを百分率で表示する｡) とする。当該５連続取引日において第13項第 (7) 号、

第 (8) 号若しくは第 (10) 号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該

５連続取引日の当行普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ

合理的に調整されるものとする。本③及び本項第 (3) 号②において「取引日」とは、

株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当行普通株式の普通取引の終値が

発表されない日を含まない。 

④ 参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償

還金額は、以下の方法により算出される。 

(イ) 参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の間の値である場合、

又は償還日が本号②の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日である場合には、

組織再編行為償還金額は、かかる２つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の

表中の数値に基づきその双方につきかかる２つの値又はかかる２つの日付の間を直線

で補間して算出した数値により算出した数値（小数第５位まで算出し、小数第５位を

四捨五入し、これを百分率で表示する｡）とする。ただし、日付に係る補間については、

１年を365日とする。 

(ロ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合には、参照パリティ

はかかる値と同一とみなす。 

(ハ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合には、参照パリティ

はかかる値と同一とみなす。 

ただし、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の130％を上限とし、本号②の表及び

上記 (イ) 乃至 (ハ) の方法に従って算出された値が130％を超える場合には、組織再

編行為償還金額は各社債の金額の130％とする。また、組織再編行為償還金額は、各社

債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び上記（イ）乃至（ハ）の方法に従って算

出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の

100％とする。 

⑤ ｢組織再編行為」とは、当行が消滅会社となる合併、吸収分割又は新設分割 (承継会社

等が、本社債に基づく当行の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株

予約権を交付する場合に限る｡)、当行が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又

は株式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債

に基づく当行の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。 

⑥ ｢承継会社等」とは、次の（イ）乃至（へ）に定める株式会社を総称していう。 

(イ) 合併（合併により当行が消滅する場合に限る｡） 吸収合併存続株式会社又は新設合

併設立株式会社 

(ロ) 吸収分割 吸収分割承継株式会社 

(ハ) 新設分割 新設分割設立株式会社 

(ニ) 株式交換 株式交換完全親株式会社 

(ホ) 株式移転 株式移転設立完全親株式会社 

(へ) 上記（イ）乃至（ホ）以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当行の

義務を引き受ける株式会社 
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⑦ 当行は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り消すこと

はできない。 

(3) 上場廃止等による繰上償還 

① (イ) 当行以外の者 (以下「公開買付者」という｡) によって、当行普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当行普通株式の公開買付けがなされ、(ロ) 当行が

当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ) 当該公開買付けによる当行普通株式

の取得の結果、当行普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所において

その上場が廃止される可能性があることを当行又は公開買付者が公表又は認容し (た

だし、当行又は公開買付者が、当該公開買付け後も当行が日本の金融商品取引所にお

ける上場会社であり続けるよう 善の努力をする旨を公表した場合を除く｡)、かつ 

(ニ) 公開買付者が当該公開買付けにより当行普通株式を取得した場合には、当行は、

当該公開買付けによる当行普通株式の取得日 (当該公開買付けに係る決済の開始日を

意味する。以下同じ｡) から15日以内に必要事項を公告した上で、当該公告において

指定した償還日 (かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日とする｡) に、残存する本社債の全部 (一部は不可) を、本号②に従って決定

される償還金額 (以下「上場廃止等償還金額」という｡) で繰上償還する。 

② 上場廃止等償還金額は、本項第 (2) 号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様

の方法により算出される。ただし、参照パリティは、(イ) 当該公開買付けの対価が

金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な公開買付価格を、同日時

点で有効な転換価額で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨

五入し、これを百分率で表示する｡) とし、(ロ) 上記 (イ) 以外の場合には、公開買

付期間の末日に終了する５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

式の普通取引の終値の平均値を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して

得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示

する｡) とする。当該５連続取引日において第13項第 (7) 号、第 (8) 号若しくは第 

(10) 号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当行普

通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整されるも

のとする。 

③ 本号①にかかわらず、当行又は公開買付者が、当該公開買付けによる当行普通株式の

取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末

日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。ただし、当該取得日から

60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が到来しなかった場合、当行

は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告した上で、当該公告において

指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日とする｡）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上場廃止等償還金額

で繰上償還する。 

④ 本項第（2）号に定める繰上償還事由及び本号①又は③に定める繰上償還事由の両方が

発生した場合には、本社債は本項第（2）号に従って償還されるものとする。ただし、

本項第（2）号に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日

の前に本号①又は③に基づく公告が行われたときは、本社債は本号に従って償還され

るものとする。 

⑤ 当行は、本号①又は③に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り消

すことはできない。 
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(4) 120％コールオプション条項 

① 当行は、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がある20連

続取引日 (｢取引日」とは、株式会社東京証券取引所において当行普通株式の普通取

引が行われる日をいう。以下同じ｡) にわたり、各取引日における当該終値が当該各

取引日に適用のある転換価額の120％以上であった場合、金融庁の承認を得た上で平

成28年１月29日以降いつでも、当該20連続取引日の 終日から15日以内に必要事項を

公告した上で、当該公告において指定した償還日 (かかる償還日は、当該公告の日か

ら30日目以降60日目までのいずれかの日とする｡) に、残存する本社債の全部 (一部

は不可) を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。なお、

当行が当行普通株式の株式分割又は当行普通株式に対する当行普通株式の無償割当て 

(以下本号において「株式分割等」という｡) を行う場合、当該株式分割等の基準日 

(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が

取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本号において同じ｡) の２

取引日前の日から当該株式分割等の基準日までの３取引日についての本条項の適用に

あたっては、第13項第 (7) 号② (ロ) の規定にかかわらず、当該各取引日の１か月

前の応当日 (応当日がない場合には当該各取引日の前月末日とする｡) 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た株

式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されることとなる株式数を交付

株式数として、第13項第 (7) 号①に定める新株発行等による転換価額調整式により

算出された転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。 

② 本項第（2）号又は第（3）号①若しくは③に定める繰上償還事由及び本号①に定める

繰上償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第(2)号又は第(3)号に従って

償還されるものとする。ただし、本項第（2）号又は第（3）号①若しくは③に定める

繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日又は当該公開買付けによ

る当行普通株式の取得日の前に本号①に基づく公告が行われたときは、本社債は本号

に従って償還されるものとする。 

③ 当行は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り消すこと

はできない。 

(5) 償還すべき日（本項第（2）号乃至第（4）号の規定により本社債を繰上償還する場合に

は、当該各号に従い公告された償還日を含む｡）が銀行休業日にあたるときは、その支払

は前銀行営業日に繰り上げる。 

(6) 当行は、金融庁の事前承認を得た上で、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の

規則に別途定められる場合を除き、払込期日（第23項に定める｡）の翌日以降いつでも本

新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、本新株予

約権については第13項第（5）号に従って行使できなくなることにより消滅する。 

(7) 本社債の償還については、本項のほか第12項に定める劣後特約に従うものとする。 

12．劣後特約 

(1) 本社債の償還は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開

始の決定があり、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しく

はこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。 

① 破産の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の

決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元金の支払請求権

の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

(停止条件) 

その破産手続の 後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの)に記載さ

れた配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に

同じ若しくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質

的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権と

みなす｡）を除く全ての債権が、各中間配当、 後配当、追加配当、その他法令によっ

て認められる全ての配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む｡）

を受けたこと。 
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② 会社更生の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の

決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元金の支払請求権

の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

(停止条件) 

当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権

のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後す

る条件を付された債権 (ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債

権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡) を除く全ての債権

が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

③ 民事再生の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の

決定がなされた場合、本社債に基づく元金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就

したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若

しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生

手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再

生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元金の支払請求権の効力は、再

生手続開始決定時に遡って従前の効力に復するものとする。 

(停止条件) 

当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権

のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後す

る条件を付された債権 (ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債

権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡) を除く全ての債権

が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

④ 日本法以外による倒産手続の場合 

当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくはこ

れらに準ずる手続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づ

く元金の支払請求権の効力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に準

ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そ

のような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元金の支払請求権

の効力は当該条件にかかることなく発生する。 

(2) 上位債権者に対する不利益変更の禁止 

本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に

変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる

者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基

づく債権及び本項第 (1) 号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件を付さ

れた債権 (ただし、本項第 (1) 号③を除き本項第 (1) 号と実質的に同じ条件を付され

た債権は、本項第 (1) 号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡) を除

く債権を有する全ての者をいう。 

(3) 劣後特約に反する支払の禁止 

本社債に基づく元金の支払請求権の効力が、本項第（1）号①乃至④に従って発生してい

ないにもかかわらず、その元金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、

その支払は無効とし、社債権者はその受領した元金を直ちに当行に返還する。 
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(4) 相殺禁止 

当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更

生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始

の決定がなされた場合 (ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若

しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手

続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計

画取消の決定が確定したときを除く｡)、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、

民事再生手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本項

第 (1) 号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就されない限りは、本社債に基づ

く元金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。 

(5) 本項第（1）号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続に

おける本社債の元金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に

後れるものとする。 

13．本新株予約権に関する事項 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計7,000個の本新株予約権を発行す

る。 

(2) 各新株予約権の払込金額 

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの

とする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が

交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の

合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。

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、現金による調整は行わない。 

(4) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」という｡）は、平成26年３

月３日から平成31年４月25日までの間、いつでも、本新株予約権を行使し、当行に対し

て本項第（3）号に定める当行普通株式の交付を請求することができる。ただし、以下の

期間については、行使請求をすることができないものとする。 

①  当行普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ｡） 
② 振替機関が必要であると認めた日 
③ 第11項第（2）号乃至第（4）号に定めるところにより平成31年４月25日以前に本社債

が繰上償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降 
④ 組織再編行為において承継会社等の新株予約権が交付される場合で、本新株予約権の

行使請求の停止が必要なときは、当行が、行使請求を停止する期間（当該期間は１か

月を超えないものとする｡）その他必要事項をあらかじめ書面により社債管理者に通

知し、かつ、当該期間の開始日の１か月前までに必要事項を公告した場合における当

該期間 

本号により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。 

(5) その他の本新株予約権の行使の条件 

当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本

新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使

することができない。 

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資する

ものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 
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② 各本新株予約権の行使により交付する当行普通株式の数を算定するにあたり用いられ

る価額 (以下「転換価額」という。ただし、本項第 (14) 号において、「転換価額」

は、承継新株予約権 (本項第 (14) 号①に定義する｡) の行使により交付する承継会

社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす｡) は、当初、206円と

する。ただし、転換価額は本項第 (7) 号乃至第 (10) 号に定めるところにより調整

されることがある。 

(7) ① 当行は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当行普通株式

数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式 

(以下「新株発行等による転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 
 

    既発行 
株式数 

＋ 
交付株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
 

② 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後

の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(イ) 時価（本項第（9）号③に定義する。以下同じ｡）を下回る払込金額をもって当行

普通株式を引き受ける者を募集する場合。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の末日とする。以下本項において同じ｡）の翌日以降これを適用する。た

だし、当行普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(ロ) 当行普通株式の株式分割又は当行普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、

無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、当行普通株式の無償割当てについて、当行普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(ハ) 時価を下回る価額をもって当行普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、

取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたも

のを含む｡) 又は時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を受けることがで

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「取得請求権

付株式等」という｡) を発行する場合。 

調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが当初の

条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日（新株予

約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日

以降これを適用する。ただし、当行普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(ニ) 上記（イ）乃至（ハ）にかかわらず、当行普通株式の株主に対して当行普通株式

又は取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当行の株

主総会、取締役会その他の機関により当該割当てが承認される日より前の日であ

るときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

る。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日まで

に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当該承認があった日より後に当行普通株式を交付する。この場合、株式の交

付については本項第（18）号の規定を準用する。 
 

株式数 ＝ （ 調整前 
転換価額 

－ 
調整後 
転換価額 ） × 

調整前転換価額により当該 
期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 
 

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、現金による調整は行

わない。 
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(8) ① 当行は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に定める特別配当を実施する場合に

は、次に定める算式（以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等

による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する｡）をもって転換価額

を調整する。 
 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時価 － １株あたり特別配当 

時価 
 

｢１株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の 終

の基準日における各社債の金額（金100万円）あたりの本新株予約権の目的となる株

式の数で除した金額をいう。１株あたり特別配当の計算については、円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

② ｢特別配当」とは、下記のいずれかの各事業年度内に到来する各基準日に係る当行普

通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455

条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含む｡）の額に当該基準日時点にお

ける各社債の金額 (金100万円) あたりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じ

て得た金額の当該事業年度における累計額が24,270円に当該事業年度に係る下記に

定める比率（当行が当行の事業年度を変更した場合には合理的に修正されるものと

する｡）を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。 

平成26年３月31日に終了する事業年度 1.20

平成27年３月31日に終了する事業年度 1.44

平成28年３月31日に終了する事業年度 1.73

平成29年３月31日に終了する事業年度 2.07

平成30年３月31日に終了する事業年度 2.49

平成31年３月31日に終了する事業年度 2.99

③ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る 終の基準日に係る会

社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月

10日以降これを適用する。 

(9) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。 

① 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１

円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を

必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転

換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用するものとする。 

② 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。 

③ 転換価額調整式で使用する「時価」は、(イ) 新株発行等による転換価額調整式の場合

は調整後の転換価額を適用する日 (ただし、本項第 (7) 号② (ニ) の場合は当該基

準日)、(ロ) 特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る 終

の基準日、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｡) とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

④ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当行普通株式の株

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当該基準日又はかかる基

準日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がない

場合には当該日の前月末日とする｡）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、当該転換価額の調整前に本項第 

(7）号又は第（10）号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当行普通株式の株式分割が

行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、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の数を含まない

ものとする。 
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(10) 本項第（7）号乃至第（9）号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場

合には、当行は、社債管理者と協議のうえ必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併 (合併により当行が消滅する場

合を除く｡)、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② 本号①のほか、当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により転換価額の調整を必要とするとき。 

③ 当行普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価

額の調整を必要とするとき。 

④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するため

に転換価額の調整を必要とするとき。 

⑤ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整

後の転換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。 

(11) 本項第（7）号乃至第（10）号により転換価額の調整を行うときは、当行は、あらかじめ

書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用

の日その他必要事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要事項を公

告する。ただし、本項第（7）号②（ニ）の場合その他適用の日の前日までに前記の公告

を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

(12) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(13) 本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 

(14) 当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継 

① 当行は、当行が組織再編行為を行う場合 (ただし、承継会社等の普通株式が当行の株

主に交付される場合に限る｡) は、第11項第 (2) 号に基づき本社債の繰上償還を行う

場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、本号②に定める内容の承継会社等の新株予約権 (以下「承継新

株予約権」という｡) を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発

生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され 

(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という｡)、承継新株予約権は承

継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権

者となる。本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 

② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。 

(イ) 承継新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数と

する。 

(ロ) 承継新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(ハ) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記（ニ）に

定める転換価額で除して得られる数とする。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、現金による調整は行わない。 

(ニ) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額 

承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直

前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価

値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領で

きるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継

新株予約権が付された承継社債の転換価額は、本項第（7）号乃至第（10）号に準じ

た調整を行う。 
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(ホ) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を

出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。 

(へ) 承継新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日（当行が本項第（4）号④に定める行使請求を停止する期

間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌

銀行営業日のうちいずれか遅い日）から本項第（4）号に定める本新株予約権の行使

請求期間の末日までとする。 

(ト) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金 

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計

算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた

金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるもの

とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。 

(チ) その他の承継新株予約権の行使の条件 

当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継

新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使

することができない。 

(リ) 承継新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 

(15) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第24項に定める行使請求受付場所（以下「行使請

求受付場所」という｡）においてこれを取り扱う。 

(16) ① 行使請求しようとする本新株予約権者は、行使請求期間中に、当該本新株予約権者

が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管

理機関（以下 ｢直近上位機関」という｡）を通じて、行使請求受付場所に行使請求に

要する事項として当行の定める事項を通知しなければならない。 

② 行使請求受付場所に対し行使請求に要する事項を通知した者は、その後これを撤回

することができない。 

(17) 行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発

生する。本新株予約権の行使請求の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本

社債について弁済期が到来するものとする。 

(18) 当行は、行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株

予約権者が指定する直近上位機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録

を行うことにより株式を交付する。 

(19) 当行が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必

要となる場合には、当行及び社債管理者が協議して必要な措置を講じる。 

14．財務上の特約 

本新株予約権付社債には財務上の特約は付されていない。 

15．期限の利益喪失に関する特約 

本新株予約権付社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。 

16．社債管理者に対する定期報告 

(1) 当行は、社債管理者にその事業の概況を随時報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余

金の配当 (会社法第454条第５項に定める中間配当を含む｡) については取締役会決議後

ただちに書面をもって社債管理者に通知する。当行が、会社法第441条第１項に定められ

た一定の日における臨時計算書類の作成を行う場合も同様とする。 
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(2) 当行は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付資料の写しを当

該事業年度経過後３か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内（第

２四半期の場合のみ60日以内）に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４の

２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書について

も上記各書類の取扱いに準ずる。また、当行が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等

に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当行が、金融商品

取引法第27条の30の３に基づき有価証券報告書、四半期報告書又は臨時報告書及びそれ

らの訂正報告書（添付資料を含み、以下「報告書等」という｡）の電子開示手続を行う場

合は、これら報告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知をもって社債管

理者への報告書等及び前号に規定する書面の提出に代えることができる。 

17．社債管理者に対する通知 

(1) 当行は、本新株予約権付社債発行後、社債原簿及び新株予約権原簿に記載すべき事由が

生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿及び新株予約権原簿にその旨

の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。 

(2) 当行は、次に掲げる場合には、あらかじめ書面により社債管理者へその旨を通知する。 

① 当行の事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与すること。 

② 当行の事業の全部又は重要な一部の管理を他に委託すること。 

③ 当行の事業の全部又は重要な部分を休止又は廃止すること。 

④ 当行の事業経営に重大な影響を及ぼすような資本金又は準備金の額の減少をすること。 

⑤ 組織変更、合併若しくは会社分割をすること又は株式交換若しくは株式移転により他

の会社の完全子会社になること。 

⑥ 解散を行うこと。 

⑦ 第11項第（2）号又は第（3）号に係る事実を公表すること。 

18．社債管理者の調査権限 

(1) 社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使した場

合には、当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に

関する報告書の提出を請求し、又は自ら又は人を派遣して当行並びに当行の連結子会社

及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。 

(2) 前号の場合で、社債管理者が当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の調査を

行うときは、当行は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。 

19．繰上償還の場合の通知及び公告 

(1) 当行が、第11項第（2）号に定める繰上償還をする場合は、償還しようとする日の少なく

とも60日前にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。 

(2) 当行が、第11項第（3）号に定める繰上償還をする場合は、当該公開買付けによる当行普

通株式の取得日（第11項第（3）号③ただし書の場合は60日間の末日）から７日以内にそ

の旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。 

(3) 当行が、第11項第（4）号に定める繰上償還をする場合は、第11項第（4）号に定める20

連続取引日の 終日から７日以内にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者

に通知する。 

(4) 第11項第（2）号乃至第（4）号に定める繰上償還をする場合の公告は、第20項に定める

方法によりこれを行う。 

20．公告の方法 

本新株予約権付社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがある

ものを除いては、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。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、当行の定

款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（重複する

ものがあるときは、これを省略することができる｡）への掲載又は社債管理者が認めるその

他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認めて公告する

場合には、社債管理者の定款所定の方法によりこれを行う。 

  



47 

21．社債要項及び社債管理委託契約証書の公示 

当行及び社債管理者は、その本店に本新株予約権付社債の社債要項及び社債管理委託契約

証書の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。 

22．社債権者集会に関する事項 

(1) 本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種

類をいう｡）の社債（以下「本種類の社債」という｡）の社債権者により組織され、当行

又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに、社債

権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。 

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3)  本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算

入しない｡）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付

社債についての社債等振替法第222条第３項の規定による書面を社債管理者に提示のうえ、

社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行又は社債管理者に

提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

23．払込期日（新株予約権の割当日） 

平成26年１月29日 

24．行使請求受付場所 

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

25．振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

26．償還金の支払 

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従

って支払われる。 

27．発行代理人及び支払代理人 

株式会社みずほ銀行 

 

以上 
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別紙４ 

株式会社三十三フィナンシャルグループ 

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付） 

社債要項 

 

 株式会社三十三フィナンシャルグループ (以下「当会社」という｡) が株式会社三重銀行及び

株式会社第三銀行 (以下「第三銀行」という｡) を株式移転完全子会社とし、当会社を株式移転

設立完全親会社とする株式移転 (以下「本株式移転」という｡) に伴い、第三銀行が発行してい

る株式会社第三銀行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

(劣後特約付) (以下「第三銀行新株予約権付社債」という｡) の社債要項第13項第 (14) 号に基

づき、第三銀行新株予約権付社債を株式会社三十三フィナンシャルグループ120％コールオプシ

ョン条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 (劣後特約付) (以下「本新株予約権付社

債」といい、そのうち社債のみを「本社債｣、新株予約権のみを「本新株予約権」という｡) と

して承継するにあたり、本新株予約権付社債に本要項を適用する。 

 

１． 社債総額 第三銀行新株予約権付社債の社債に係る債務当初金70億

円のうち、本株式移転の効力が生じる直前において未償

還の金額 

２． 各社債の金額 金100万円 

３． 社債、株式等の振替に関する

法律の適用 

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法

律（以下 ｢社債等振替法」という｡）の規定の適用を受

け、振替機関 (第25項に定める。以下同じ｡) の振替業

に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるもの

とする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債の社債

権者（以下「本社債権者」という｡）が新株予約権付社

債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株

予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されな

い。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株

予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付

社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約

権付社債券を記名式とすることを請求することはできな

い。 

４． 新株予約権又は社債の譲渡 本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第

３項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方の

みを譲渡することはできない。 

５． 社債の利率 本社債には利息を付さない。 

６． 社債の払込金額（発行価額） 各社債の金額100円につき金100円 

７． 社債の発行価格 各社債の金額100円につき金102.5円 

８． 社債の償還金額 各社債の金額100円につき金100円 

ただし、繰上償還する場合は第11項第（2）号乃至第

(4）号に定める金額による。 

９．担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のため

に特に留保されている資産はない。 

10．社債管理者 

(1) 社債管理者の名称 

株式会社みずほ銀行 

(2) 債権者の異議手続における社債管理者の権限 

会社法第740条第２項本文の定めにかかわらず、社債管理者は、同条第１項に掲げる債権

者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに本社債権者のために異議を述べ

ることは行わない。 
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(3) 社債管理者の辞任 

① 社債管理者は、以下に定める場合その他正当な事由がある場合は、社債管理者の事務

を承継する者を定めて辞任することができる。 

(イ) 社債管理者と本社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある

場合。 

(ロ) 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃

止しようとする場合。 

② 本号①の場合には、当会社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、

遅滞なくかかる変更によって必要となる手続を行わなければならない。 

11．社債の償還の方法及び期限 

(1) 本社債の元金は、平成31年４月30日にその総額を償還する。ただし、繰上償還に関して

は本項第 (2) 号乃至第 (4) 号に、買入消却に関しては本項第 (6) 号に定めるところに

よる。 

(2) 組織再編行為による繰上償還 

① 組織再編行為 (本号⑤に定義する｡) が当会社の株主総会 (株主総会の承認が不要な場

合は取締役会) で承認された場合において、当会社が、かかる承認の日 (以下「組織

再編行為承認日」という｡) までに、社債管理者に対し、承継会社等 (本号⑥に定義

する。以下同じ｡) が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日

本の金融商品取引所における上場会社であることを、当会社としては予定していない

旨を記載し、当会社の代表取締役が署名した証明書を交付した場合には、当会社は、

償還日 (当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日とする。ただし、当該組織

再編行為の効力発生日が組織再編行為承認日から30日以内に到来する場合には、下記

に定める公告を行った日から30日目以降の日とする｡) の30日前までに必要事項を公

告した上で、残存する本社債の全部 (一部は不可) を、本号②乃至④に従って決定さ

れる償還金額 (以下「組織再編行為償還金額」という｡) で繰上償還する。 

② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ (本号③に定義する｡) 及び償還日に応じて下

記の表 (本社債の各社債の金額に対する割合 (百分率) として表示する｡) に従って

決定される。 
 

組織再編行為償還金額（％） 

償還日 
参照パリティ 

80 90 100 110 120 130 

平成31年１月29日 99.70 100.53 103.81 110.57 120.00 130.00 

平成31年４月26日 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 
 
③ 「参照パリティ」は、(イ) 当該組織再編行為に関して当会社普通株式の株主に支払わ

れる対価が金銭のみである場合には、当会社普通株式１株につき支払われる当該金銭

の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額 (第13項第 (6) 号②に定義す

る。以下同じ｡) で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五

入し、これを百分率で表示する｡) とし、(ロ) 上記 (イ) 以外の場合には、会社法に

基づき当会社の取締役会において当該組織再編行為の条件 (当該組織再編行為に関し

て支払われ又は交付される対価を含む｡) が決議された日 (決議の日よりも後に当該

組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日) の直後の取引日に始まる

５連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値 

(気配表示を含まない。以下本項において同じ｡) の平均値を、当該５連続取引日の

終日時点で有効な転換価額で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位

を四捨五入し、これを百分率で表示する｡) とする。当該５連続取引日において第13

項第 (7) 号、第 (8) 号若しくは第 (10) 号に定める転換価額の調整事由が生じた場

合には、当該５連続取引日の当会社普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理

者と協議のうえ合理的に調整されるものとする。本③及び本項第 (3) 号②において 
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｢取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当会社普通株式

の普通取引の終値が発表されない日を含まない。 

④ 参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償

還金額は、以下の方法により算出される。 

(イ) 参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の間の値である場合、

又は償還日が本号②の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日である場合には、

組織再編行為償還金額は、かかる２つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の

表中の数値に基づきその双方につきかかる２つの値又はかかる２つの日付の間を直線

で補間して算出した数値により算出した数値（小数第５位まで算出し、小数第５位を

四捨五入し、これを百分率で表示する｡）とする。ただし、日付に係る補間については、

１年を365日とする。 

(ロ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合には、参照パリティ

はかかる値と同一とみなす。 

(ハ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合には、参照パリティ

はかかる値と同一とみなす。 

ただし、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の130％を上限とし、本号②の表及び

上記 (イ) 乃至 (ハ) の方法に従って算出された値が130％を超える場合には、組織再

編行為償還金額は各社債の金額の130％とする。また、組織再編行為償還金額は、各社

債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び上記（イ）乃至（ハ）の方法に従って算

出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の

100％とする。 

⑤ 「組織再編行為」とは、当会社が消滅会社となる合併、吸収分割又は新設分割 (承継会

社等が、本社債に基づく当会社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな

新株予約権を交付する場合に限る｡)、当会社が他の株式会社の完全子会社となる株式

交換又は株式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により

本社債に基づく当会社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称

していう。 

⑥ 「承継会社等」とは、次の（イ）乃至（へ）に定める株式会社を総称していう。 

(イ) 合併（合併により当会社が消滅する場合に限る｡） 吸収合併存続株式会社又は新設

合併設立株式会社 

(ロ) 吸収分割 吸収分割承継株式会社 

(ハ) 新設分割 新設分割設立株式会社 

(ニ) 株式交換 株式交換完全親株式会社 

(ホ) 株式移転 株式移転設立完全親株式会社 

(へ) 上記（イ）乃至（ホ）以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当会社

の義務を引き受ける株式会社 

⑦ 当会社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り消すこ

とはできない。 

(3) 上場廃止等による繰上償還 

① (イ) 当会社以外の者 (以下「公開買付者」という｡) によって、当会社普通株式の保

有者に対して金融商品取引法に基づく当会社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ) 

当会社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ) 当該公開買付けによる当会

社普通株式の取得の結果、当会社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取

引所においてその上場が廃止される可能性があることを当会社又は公開買付者が公表

又は認容し (ただし、当会社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当会社が日本の

金融商品取引所における上場会社であり続けるよう 善の努力をする旨を公表した場

合を除く｡)、かつ (ニ) 公開買付者が当該公開買付けにより当会社普通株式を取得し

た場合には、当会社は、当該公開買付けによる当会社普通株式の取得日 (当該公開買

付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ｡) から15日以内に必要事項を公告し

た上で、当該公告において指定した償還日 (かかる償還日は、当該公告の日から30日

目以降60日目までのいずれかの日とする｡) に、残存する本社債の全部 (一部は不可) 
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を、本号②に従って決定される償還金額 (以下「上場廃止等償還金額」という｡) で

繰上償還する。 

② 上場廃止等償還金額は、本項第 (2) 号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様

の方法により算出される。ただし、参照パリティは、(イ) 当該公開買付けの対価が

金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な公開買付価格を、同日時

点で有効な転換価額で除して得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨

五入し、これを百分率で表示する｡) とし、(ロ) 上記 (イ) 以外の場合には、公開買

付期間の末日に終了する５連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社普通

株式の普通取引の終値の平均値を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除し

て得られた値 (小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表

示する｡) とする。当該５連続取引日において第13項第 (7) 号、第 (8) 号若しくは

第 (10) 号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当会

社普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整され

るものとする。 

③ 本号①にかかわらず、当会社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当会社普通株

式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を当該公開買付けに係る公開買付期間

の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。ただし、当該取得日

から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が到来しなかった場合、

当会社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告した上で、当該公告に

おいて指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までの

いずれかの日とする｡）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上場廃止等償

還金額で繰上償還する。 

④ 本項第（2）号に定める繰上償還事由及び本号①又は③に定める繰上償還事由の両方が

発生した場合には、本社債は本項第（2）号に従って償還されるものとする。ただし、

本項第（2）号に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日

の前に本号①又は③に基づく公告が行われたときは、本社債は本号に従って償還され

るものとする。 

⑤ 当会社は、本号①又は③に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り

消すことはできない。 

(4) 120％コールオプション条項 

① 当会社は、株式会社東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値がある

20連続取引日 (｢取引日」とは、株式会社東京証券取引所において当会社普通株式の

普通取引が行われる日をいう。以下同じ｡) にわたり、各取引日における当該終値が

当該各取引日に適用のある転換価額の120％以上であった場合、金融庁の承認を得た

上で平成30年４月２日以降いつでも、当該20連続取引日の 終日から15日以内に必要

事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日 (かかる償還日は、当該公告

の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする｡) に、残存する本社債の全部 

(一部は不可) を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。

なお、当会社が当会社普通株式の株式分割又は当会社普通株式に対する当会社普通株

式の無償割当て (以下本号において「株式分割等」という｡) を行う場合、当該株式

分割等の基準日 (基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力

発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本号におい

て同じ｡) の２取引日前の日から当該株式分割等の基準日までの３取引日についての

本条項の適用にあたっては、第13項第 (7) 号② (ロ) の規定にかかわらず、当該各

取引日の１か月前の応当日 (応当日がない場合には当該各取引日の前月末日とする｡) 

における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社普通

株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されること

となる株式数を交付株式数として、第13項第 (7) 号①に定める新株発行等による転

換価額調整式により算出された転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価

額とする。 
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② 本項第（2）号又は第（3）号①若しくは③に定める繰上償還事由及び本号①に定める

繰上償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第（2）号又は第（3）号に従

って償還されるものとする。ただし、本項第（2）号又は第（3）号①若しくは③に定

める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承認日又は当該公開買付け

による当会社普通株式の取得日の前に本号①に基づく公告が行われたときは、本社債

は本号に従って償還されるものとする。 

③ 当会社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取り消すこ

とはできない。 

(5) 償還すべき日（本項第（2）号乃至第（4）号の規定により本社債を繰上償還する場合に

は、当該各号に従い公告された償還日を含む｡）が銀行休業日にあたるときは、その支払

は前銀行営業日に繰り上げる。 

(6) 当会社は、金融庁の事前承認を得た上で、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等

の規則に別途定められる場合を除き、払込期日 (第23項に定める｡) の翌日以降いつでも

本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、本新株

予約権については第13項第 (5) 号に従って行使できなくなることにより消滅する。 

(7) 本社債の償還については、本項のほか第12項に定める劣後特約に従うものとする。 

12．劣後特約 

(1) 本社債の償還は、当会社につき破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続

開始の決定があり、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若し

くはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われ

る。 

① 破産の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当会社について破産手続開始

の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元金の支払請求

権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

(停止条件) 

その破産手続の 後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの)に記載さ

れた配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に

同じ若しくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質

的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権と

みなす｡）を除く全ての債権が、各中間配当、 後配当、追加配当、その他法令によっ

て認められる全ての配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む｡）

を受けたこと。 

② 会社更生の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当会社について更生手続開始

の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元金の支払請求

権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

(停止条件) 

当会社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債

権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後

する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された

債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡）を除く全ての債

権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

③ 民事再生の場合 

本社債につき定められた元金の弁済期限以前において、当会社について再生手続開始

の決定がなされた場合、本社債に基づく元金の支払請求権の効力は、以下の条件が成

就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定

若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再

生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は

再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元金の支払請求権の効力は、

再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復するものとする。 
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(停止条件) 

当会社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債

権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後

する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された

債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡）を除く全ての債

権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

④ 日本法以外による倒産手続の場合 

当会社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは

これらに準ずる手続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基

づく元金の支払請求権の効力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に

準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上

そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元金の支払請求

権の効力は当該条件にかかることなく発生する。 

(2) 上位債権者に対する不利益変更の禁止 

本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に

変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる

者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当会社に対し、本社債に

基づく債権及び本項第（1）号①乃至④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件を付

された債権（ただし、本項第（1）号③を除き本項第（1）号と実質的に同じ条件を付さ

れた債権は、本項第（1）号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす｡）を

除く債権を有する全ての者をいう。 

(3) 劣後特約に反する支払の禁止 

本社債に基づく元金の支払請求権の効力が、本項第（1）号①乃至④に従って発生してい

ないにもかかわらず、その元金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、

その支払は無効とし、社債権者はその受領した元金を直ちに当会社に返還する。 

(4) 相殺禁止 

当会社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社

更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開

始の決定がなされた場合 (ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定

若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生

手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生

計画取消の決定が確定したときを除く｡)、又は日本法によらない破産手続、会社更生手

続、民事再生手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、

本項第 (1) 号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就されない限りは、本社債に

基づく元金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。 

(5) 本項第（1）号の規定により、当会社について破産手続が開始された場合、当該破産手続

における本社債の元金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権

に後れるものとする。 

13．本新株予約権に関する事項 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、本株式移転の効力が生じる直前にお

いて残存する第三銀行新株予約権付社債に係る新株予約権と同一の数の本新株予約権を

発行する。 

(2) 各新株予約権の払込金額 

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの

とする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当会社普通株式とし、その行使請求により当会

社が交付する当会社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の

金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数と

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、現金による調整は行

わない。 
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(4) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」という｡）は、平成30年４

月２日から平成31年４月25日までの間、いつでも、本新株予約権を行使し、当会社に対

して本項第 (3) 号に定める当会社普通株式の交付を請求することができる。ただし、以

下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 

①当会社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ｡） 

②振替機関が必要であると認めた日 

③第11項第（2）号乃至第（4）号に定めるところにより平成31年４月25日以前に本社債が

繰上償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降 

④組織再編行為において承継会社等の新株予約権が交付される場合で、本新株予約権の行

使請求の停止が必要なときは、当会社が、行使請求を停止する期間（当該期間は１か月

を超えないものとする｡）その他必要事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、

かつ、当該期間の開始日の１か月前までに必要事項を公告した場合における当該期間 

本号により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。 

(5) その他の本新株予約権の行使の条件 

当会社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る

本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行

使することができない。 

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資する

ものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

② 各本新株予約権の行使により交付する当会社普通株式の数を算定するにあたり用いら

れる価額 (以下「転換価額」という。ただし、本項第 (14) 号において、｢転換価額」

は、承継新株予約権 (本項第 (14) 号①に定義する｡) の行使により交付する承継会

社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす｡) は、当初、2,060円

を0.7で除した金額とする。ただし、転換価額は本項第 (7) 号乃至第 (10) 号に定め

るところにより調整されることがある。 

(7) ① 当会社は、本号②に掲げる各事由により当会社普通株式数に変更を生ずる場合又は

変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「新株発行等による転

換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 
 

    既発行 
株式数 

＋ 
交付株式数 × １株あたりの払込金額 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
 

② 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後

の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(イ) 時価（本項第（9）号③に定義する。以下同じ｡）を下回る払込金額をもって当会

社普通株式を引き受ける者を募集する場合。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の末日とする。以下本項において同じ｡）の翌日以降これを適用する。た

だし、当会社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(ロ) 当会社普通株式の株式分割又は当会社普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、

無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、当会社普通株式の無償割当てについて、当会社普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用

する。 

  



55 

(ハ) 時価を下回る価額をもって当会社普通株式を交付する定めがある取得請求権付株

式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付され

たものを含む｡) 又は時価を下回る価額をもって当会社普通株式の交付を受けるこ

とができる新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む｡) (以下「取得

請求権付株式等」という｡) を発行する場合。 

調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが当初の

条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日（新株予

約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日

以降これを適用する。ただし、当会社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(ニ) 上記（イ）乃至（ハ）にかかわらず、当会社普通株式の株主に対して当会社普通

株式又は取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当会

社の株主総会、取締役会その他の機関により当該割当てが承認される日より前の

日であるときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用する。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった

日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方

法により、当該承認があった日より後に当会社普通株式を交付する。この場合、

株式の交付については本項第(18)号の規定を準用する。 
 

株式数 ＝ （ 調整前 
転換価額 

－ 
調整後 
転換価額 ） × 

調整前転換価額により当該 
期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 
 

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、現金による調整は行

わない。 

(8) ① 当会社は、本号②に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式（以下 

｢特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せ

て「転換価額調整式」と総称する｡）をもって転換価額を調整する。 
 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時価 － １株あたり特別配当 

時価 
 

｢１株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の 終

の基準日における各社債の金額（金100万円）あたりの本新株予約権の目的となる株

式の数で除した金額をいう。１株あたり特別配当の計算については、円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

② 「特別配当」とは､（ⅰ）平成30年３月31日に終了する事業年度内に到来する基準日

に係る第三銀行の普通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭であるもの

に限り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含む｡）の額に

当該基準日時点における第三銀行新株予約権付社債の各社債の金額（金100万円）あ

たりの第三銀行新株予約権付社債に係る新株予約権の目的である株式の数を乗じて

得た金額の当該事業年度における累計額が24,270円に2.49を乗じた金額を超える場

合における当該超過額、又は（ⅱ）平成31年３月31日に終了する事業年度内に到来

する基準日に係る当会社の普通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭で

あるものに限り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含む｡）

の額に当該基準日時点における本社債の各社債の金額（金100万円）あたりの本新株

予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が

24,270円に2.99（当会社が当会社の事業年度を変更した場合には合理的に修正され

るものとする｡）を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。 

③ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る 終の基準日に係る会

社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月

10日以降これを適用する。 
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(9) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。 

① 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１

円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を

必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転

換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用するものとする。 

② 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。 

③ 転換価額調整式で使用する「時価」は、(イ) 新株発行等による転換価額調整式の場合

は調整後の転換価額を適用する日 (ただし、本項第 (7) 号② (ニ) の場合は当該基

準日)、(ロ) 特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る 終

の基準日、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

当会社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｡) とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

④ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社普通株式の

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当該基準日又はかかる

基準日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする｡）における当会社の発行済普通株式数から、当

該日における当会社の有する当会社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に

本項第（7）号又は第（10）号に基づき交付株式数とみなされた当会社普通株式のう

ち未だ交付されていない当会社普通株式の数を加えた数とする。また、当会社普通株

式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付

株式数は、基準日における当会社の有する当会社普通株式に割り当てられる当会社普

通株式の数を含まないものとする。 

(10) 本項第（7）号乃至第（9）号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場

合には、当会社は、社債管理者と協議のうえ必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併 (合併により当会社が消滅する

場合を除く｡)、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② 本号①のほか、当会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発

生により転換価額の調整を必要とするとき。 

③ 当会社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換

価額の調整を必要とするとき。 

④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するため

に転換価額の調整を必要とするとき。 

⑤ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整

後の転換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。 

(11) 本項第（7）号乃至第（10）号により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじ

め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

用の日その他必要事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要事項を

公告する。ただし、本項第（7）号②（ニ）の場合その他適用の日の前日までに前記の公

告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

(12) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(13) 本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 
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(14) 当会社が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継 

① 当会社は、当会社が組織再編行為を行う場合 (ただし、承継会社等の普通株式が当会

社の株主に交付される場合に限る｡) は、第11項第 (2) 号に基づき本社債の繰上償還

を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予

約権の新株予約権者に対し、本号②に定める内容の承継会社等の新株予約権 (以下 

｢承継新株予約権」という｡) を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の

効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継

され (承継会社等に承継された本社債を以下 ｢承継社債」という｡)、承継新株予約権

は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予

約権者となる。本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用す

る。 

② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。 

(イ) 承継新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数と

する。 

(ロ) 承継新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(ハ) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記（ニ）に

定める転換価額で除して得られる数とする。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、現金による調整は行わない。 

(ニ) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額 

承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直

前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価

値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領で

きるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継

新株予約権が付された承継社債の転換価額は、本項第（7）号乃至第（10）号に準じ

た調整を行う。 

(ホ) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を

出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。 

(へ) 承継新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日（当会社が本項第（4）号④に定める行使請求を停止する

期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の

翌銀行営業日のうちいずれか遅い日）から本項第（4）号に定める本新株予約権の行

使請求期間の末日までとする。 

(ト) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金 

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計

算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた

金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるもの

とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。 

(チ) その他の承継新株予約権の行使の条件 

当会社が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承

継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行

使することができない。 

(リ) 承継新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 
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(15) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第24項に定める行使請求受付場所（以下「行使請

求受付場所」という｡）においてこれを取り扱う。 

(16) ① 行使請求しようとする本新株予約権者は、行使請求期間中に、当該本新株予約権者

が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管

理機関（以下 ｢直近上位機関」という｡）を通じて、行使請求受付場所に行使請求に

要する事項として当会社の定める事項を通知しなければならない。 

② 行使請求受付場所に対し行使請求に要する事項を通知した者は、その後これを撤回

することができない。 

(17) 行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発

生する。本新株予約権の行使請求の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本

社債について弁済期が到来するものとする。 

(18) 当会社は、行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新

株予約権者が指定する直近上位機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記

録を行うことにより株式を交付する。 

(19) 当会社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置が

必要となる場合には、当会社及び社債管理者が協議して必要な措置を講じる。 

14．財務上の特約 

本新株予約権付社債には財務上の特約は付されていない。 

15．期限の利益喪失に関する特約 

本新株予約権付社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。 

16．社債管理者に対する定期報告 

(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を随時報告し、また、毎事業年度の決算及び剰

余金の配当 (会社法第454条第５項に定める中間配当を含む｡) については取締役会決議

後ただちに書面をもって社債管理者に通知する。当会社が、会社法第441条第１項に定め

られた一定の日における臨時計算書類の作成を行う場合も同様とする。 

(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付資料の写しを

当該事業年度経過後３か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内 

(第２四半期の場合のみ60日以内）に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４

の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書につい

ても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書及び訂正報告書を財務局

長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が、金

融商品取引法第27条の30の３に基づき有価証券報告書、四半期報告書又は臨時報告書及

びそれらの訂正報告書（添付資料を含み、以下 ｢報告書等」という｡）の電子開示手続を

行う場合は、これら報告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知をもって

社債管理者への報告書等及び前号に規定する書面の提出に代えることができる。 

17．社債管理者に対する通知 

(1) 当会社は、社債原簿及び新株予約権原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生

じたときは、遅滞なく社債原簿及び新株予約権原簿にその旨の記載を行い、書面をもっ

て社債管理者に通知する。 

(2) 当会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ書面により社債管理者へその旨を通知する。 

① 当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与すること。 

② 当会社の事業の全部又は重要な一部の管理を他に委託すること。 

③ 当会社の事業の全部又は重要な部分を休止又は廃止すること。 

④ 当会社の事業経営に重大な影響を及ぼすような資本金又は準備金の額の減少をするこ

と。 

⑤ 組織変更、合併若しくは会社分割をすること又は株式交換若しくは株式移転により他

の会社の完全子会社になること。 

⑥ 解散を行うこと。 

⑦ 第11項第（2）号又は第（3）号に係る事実を公表すること。 
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18．社債管理者の調査権限 

(1) 社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使した場

合には、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類

等に関する報告書の提出を請求し、又は自ら又は人を派遣して当会社並びに当会社の連

結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。 

(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調

査を行うときは、当会社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協

力する。 

19．繰上償還の場合の通知及び公告 

(1) 当会社が、第11項第（2）号に定める繰上償還をする場合は、償還しようとする日の少な

くとも60日前にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。 

(2) 当会社が、第11項第（3）号に定める繰上償還をする場合は、当該公開買付けによる当会

社普通株式の取得日（第11項第（3）号③ただし書の場合は60日間の末日）から７日以内

にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。 

(3) 当会社が、第11項第（4）号に定める繰上償還をする場合は、第11項第（4）号に定める

20連続取引日の 終日から７日以内にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理

者に通知する。 

(4) 第11項第（2）号乃至第（4）号に定める繰上償還をする場合の公告は、第20項に定める

方法によりこれを行う。 

20．公告の方法 

本新株予約権付社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがある

ものを除いては、当会社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。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、当会社

の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（重複

するものがあるときは、これを省略することができる｡）への掲載又は社債管理者が認める

その他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認めて公告

する場合には、社債管理者の定款所定の方法によりこれを行う。 

21．社債要項及び社債管理委託契約証書の公示 

当会社及び社債管理者は、その本店に本新株予約権付社債の社債要項及び社債管理委託契

約証書の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。 

22．社債権者集会に関する事項 

(1) 本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種

類をいう｡）の社債（以下「本種類の社債」という｡）の社債権者により組織され、当会

社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに、社

債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。 

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当会社が有する当該社債の金額の合計額は

算入しない｡）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権

付社債についての社債等振替法第222条第３項の規定による書面を社債管理者に提示のう

え、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社又は社債管

理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

23．払込期日（本新株予約権の割当日） 

平成30年４月２日 

24．行使請求受付場所 

株主名簿管理人 日本証券代行株式会社 

25．振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

26．償還金の支払 

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従

って支払われる。 
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27．発行代理人及び支払代理人 

株式会社みずほ銀行 

 

以上 
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別添２ 

みずほ証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等 

 

 みずほ証券は、平成29年９月14日に本件株式移転比率が、第三銀行の普通株主にとって財務

的見地から妥当である旨の意見書（以下、｢本書」といいます｡）を出状しておりますが、その

出状にあたっては、以下の点を前提条件としております。 

 みずほ証券は、本書における意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情報及び

両行からみずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した財務その他の情報で本書にお

ける分析の実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前

提としております。なお、みずほ証券は、かかる情報の正確性若しくは完全性につき独自に検

証は行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。本書で表明さ

れる結論は、みずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した情報について、かかる情

報を重大な誤りとする事項があった場合、又は本書交付時点で開示されていない事実や状況若

しくは本書交付時点以降に発生した事実や状況 (本書交付時点において潜在的に存在した事実

で、その後明らかになった事実を含みます｡) があった場合には、異なる可能性があります。み

ずほ証券は、各行の経営陣が、みずほ証券に提供され又はみずほ証券と協議した情報について、

不完全若しくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提とし

ています。さらに、みずほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債（デリバティブ取引、

簿外資産・負債その他の偶発債務を含みます｡）又は引当につき独自に評価・査定を行っておら

ず、その会計上・税務上の評価額の妥当性ないし会計処理・税務処理の適正性について分析し

ておらず、いかなる評価、査定又は分析についても、独自に第三者から提供を受けたことはな

く、また、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社の財産又は施

設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその

関係会社の株主資本、支払能力又は公正価格についての評価を行っておりません。 

 本書作成にあたってみずほ証券が要求した情報のうち、各行から情報の提供又は開示を受け

られず、又は提供若しくは開示を受けたもののそれが各行の企業価値に及ぼす影響が現時点に

おいては不確定なもの、又はその他の方法によってもみずほ証券が評価の基礎として使用でき

なかったものについては、みずほ証券は、第三銀行の同意の下で、みずほ証券が合理的及び適

切と考える仮定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点において事実と異なるこ

とが明らかになった場合に、それが各行の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについ

て、みずほ証券は検証を行っておりません。 

 なお、みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報（将来の収益及び費用

に関する予想、費用節減の見通し並びに各行の事業計画を含みます｡）については、両行及び両

行の関係会社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる 善の予測及び判断に基

づき、各行の経営陣によって合理的に準備・作成されたことを前提とし、かつ、みずほ証券は、

かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの財務予

測及び事業計画に依拠し、本書で言及される分析若しくは予想又はそれらの基礎となる仮定に

関して何らの見解も表明しておりません。本件株式移転による両行統合のシナジー効果につい

ては、みずほ証券は本書の交付時点において意見表明に重要な影響を及ぼす可能性を定量的に

評価できる事項は認識しておらず、本書における検討ではこれを盛り込んでおりません。また、

単独の企業としてか統合後であるかにかかわらず、両行の将来の見通し、計画又は存続可能性

についていかなる意見も表明しておりません。みずほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門

家ではなく、かかる事項については、両行の外部専門家が行った評価に依拠しております。な

お、本件株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本件

株式移転に関するその他の課税関係が本件株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提として

います。 

 みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本件株式移転が適時に完了すること、並びに両

行又は本件株式移転で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本件株式移転の完了

に必要なすべての重要な、政府、規制当局その他の同意及び承認（法令又は契約に基づくもの

であるか否かを問いません｡）を得ることができること、またかかる同意及び承認の内容が本件

株式移転比率に影響を及ぼさないこと、更に各行に対し規制当局その他により発令若しくは課

された命令、措置その他の処分がある場合には、各行から開示を受けたものを除き、それが各
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行の今後の業績に与える影響が存在しないか又は今後も発生しないことを前提としています。

また、各行並びにその関係会社のいずれも、本件株式移転比率に重大な影響を及ぼすような契

約、合意その他一切の書面を過去に締結しておらず、かつこのような決定を行っていないこと、

また、将来も締結若しくは決定を行わないこと、及び本件株式移転の実行により、将来、各行

又はその関係会社が当事者として拘束される重要な合意に違反することとならず、かつ、かか

る重要な合意を解除する権利又はかかる合意に基づき不履行を宣言し若しくは救済手段を行使

する権利を生じさせないことを前提としています。みずほ証券は、各行から開示されたものの

うち、本書における分析の基礎とした情報に記載のあるものを除き、各行及びその関係会社の

訴訟若しくは紛争その他に関する偶発債務又は環境、税務若しくは知的財産権等に関する簿外

債務は存在しないことを前提としています。 

 本書は、必然的に、本書の日付現在存在し、評価できる財務、経済、市場その他の状況を前

提としており、かつ、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報に依拠しています。また、

本書の日付現在みずほ証券が入手している情報若しくは係る情報に潜在的に含まれている事実

についても、本書の日付現在において係る情報・事実が両行の企業価値に及ぼす影響が必ずし

も明らかではないものについては、みずほ証券は検討の対象としていません。従って、本書の

日付以降に本書における検討の前提とした事実に変更若しくは影響が発生した場合、又は前記

のように潜在的な事実が判明したことによる企業価値への影響が明らかになった場合等におい

て、みずほ証券の意見が影響を受ける可能性がありますが、みずほ証券は本書を変更、更新、

補足又は再確認する責任を負いません。 

 みずほ証券は、本件株式移転に関連し第三銀行の財務アドバイザーとして、そのサービスの

対価である手数料（本件株式移転の完了を条件とする成功報酬を含みます｡）を第三銀行から受

領する予定です。第三銀行は、本書の提出に関連するものを含め、みずほ証券の関与によりみ

ずほ証券に生じる一定の債務について、みずほ証券に対し補償することに合意しています。さ

らに、通常の業務過程において、みずほ証券及びみずほ証券のグループ会社は、自己の勘定又

は顧客の勘定で、両行のいずれか又はその関係会社の一定の株式、債券その他の証券及びデリ

バティブを含む各種の金融商品を保有し又は売却することがあり、随時これらの証券の買い持

ち又は売り持ちのポジションを保有する可能性があります。また、みずほ証券及びみずほ証券

のグループ会社は、随時、両行のいずれか又はその関係会社の取引の相手方となり、かかる行

為について対価を受領する可能性があります。 

 みずほ証券は、本件株式移転を進め、又はこれを実行することの前提となる第三銀行の経営

上の意思決定に関し意見を提出することは要請されておらず、みずほ証券の意見はいかなる面

においてもかかる事項を対象としていません。また、みずほ証券は、本件株式移転以外の取引

又は本件株式移転と他の取引との優劣に関し意見を提出することを依頼されておらず、本書に

おいてかかる意見を表明しておりません。みずほ証券は、第三銀行又は第三銀行取締役会に対

し、本件株式移転に関連して第三者による関心を募るよう勧誘する義務を負っておらず、且つ

かかる勧誘を行っておりません。 

 みずほ証券の意見は、本件株式移転比率が本書の日付現在の第三銀行普通株主にとって財務

的見地から妥当であるか否かに限定されており、みずほ証券は、第三銀行の他の種類の証券保

有者、債権者その他の関係者にとっての本件株式移転比率の妥当性について意見を表明するも

のではありません。さらに、みずほ証券は、両行のいずれかの取締役、執行役員若しくは従業

員又はそれらに相当する者に対する、本件株式移転に関連する報酬の額若しくはその性質、又

はかかる報酬の妥当性に関し意見を表明しておりません。 
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別添３ 

ＳＭＢＣ日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件・免責事項等について 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、三重銀行と第三銀行との間で締結される本件経営統合契約書に基づき

行われる共同株式移転 (以下「本件」といいます｡) における株式移転比率 (以下「本件株式移

転比率」といいます｡) に関する算定書 (以下「本件株式移転比率算定書」といいます｡) 及び

本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地より妥当である旨の

意見書 (フェアネス・オピニオン) (以下「本意見書」といいます｡) を提出するに際して、三

重銀行の同意を得て、公開情報、三重銀行又は第三銀行から提供を受けた情報、三重銀行又は

第三銀行と協議した情報その他のＳＭＢＣ日興証券が検討の対象とした又はＳＭＢＣ日興証券

のために検討された一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、また、これらの

情報の正確性及び完全性に依拠し、その内容、正確性及び完全性について独自に検証を行って

おらず、また検証の責任又は義務を負うものではありません。ＳＭＢＣ日興証券は、三重銀行

又は第三銀行の経営陣が、ＳＭＢＣ日興証券に提供した又はＳＭＢＣ日興証券と協議した情報

について不正確又は誤解を招くようなものとする事実又は状況を一切認識していないことを前

提としております。更に、ＳＭＢＣ日興証券は、本件株式移転比率の算定につき重大な影響を

与えることが有り得る情報でＳＭＢＣ日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを

前提としており、本件株式移転に係る経営統合契約書 (以下本別紙において「本契約書」とい

います｡) において三重銀行及び第三銀行が行う表明及び保証が、ＳＭＢＣ日興証券の分析にと

って重要なあらゆる点において現在及び将来に亘り真実かつ正確であることを前提としていま

す。特に、ＳＭＢＣ日興証券は、三重銀行及び第三銀行の重要な情報が全て適切に開示され、

かつ三重銀行及び第三銀行の市場株価が当該三重銀行及び第三銀行の重要な情報を全て適切に

反映していること、並びに三重銀行及び第三銀行の市場株価に悪影響を及ぼす可能性のある未

公表又は未開示の情報が存在しないことを前提としております。 

 

 前述の要約は本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に関連してＳＭＢＣ日興証券が行

った分析及び検討した要因を網羅するものではありません。本件株式移転比率算定書及び本意

見書の作成は、主観的な判断を伴う複雑なプロセスであり、部分的な分析又は簡易な説明は必

ずしも可能ではありません。ＳＭＢＣ日興証券の分析の一部は前述のとおりですが、これらは

全体として検討されるべきであり、分析の一部を取り、又は、表中の情報に注目した場合、Ｓ

ＭＢＣ日興証券による分析及び意見のプロセスについて不完全な見解を生みかねないと考えま

す。ＳＭＢＣ日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成にあたり、ある１つの

要因又は手段から独立して結論を導いたり、それらに関する結論を出すことはなく、ＳＭＢＣ

日興証券が行ったあらゆる分析について全体から評価し、 終的な意見表明に至っております。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、三重銀行及び

第三銀行とそれらの関係会社の資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶

発債務を含みます｡）について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、ＳＭＢＣ日興

証券による独自の評価、鑑定、査定、調査（不動産に係る環境調査を含みます。以下同じ｡）及

びその実在性の検証を行っておらず、また、第三者機関への鑑定、査定、調査又はその実在性

の検証の依頼も行っておりません。また、倒産若しくは支払停止又は適用ある法令の下でそれ

らに類似するものに関する三重銀行及び第三銀行とそれらの関係会社の信用力についての評価

も行っておりません。ＳＭＢＣ日興証券は、ＳＭＢＣ日興証券に提供された三重銀行及び第三

銀行の財務予測その他将来に関する情報については、三重銀行及び第三銀行の経営陣の現時点

における 善の予測と判断に基づき合理的に作成又は回答され、かつ三重銀行又は第三銀行の

入手可能な予測及び判断を反映していること、並びに、三重銀行及び第三銀行の財務状況が上

記の各財務予測に従って推移することを前提としており、本件株式移転比率算定書及び本意見

書の作成に当たり、三重銀行の同意を得て、独自の調査をすることなく、これらの情報に依拠

しています。ＳＭＢＣ日興証券は、当該分析、予測又はそれを基礎付ける前提事項の合理性に

ついて何らの意見を述べるものではありません。ＳＭＢＣ日興証券はかかる財務状況等の予測

が実現可能であること、及び実際の結果がこれらの予測に近似することについて、何らの保証

をするものではありません。ＳＭＢＣ日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作
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成に当たり、本件実行後において本件で新たに設立される共同持株会社の株式が上場廃止され

る場合を想定しておらず、そのような場合における三重銀行又は第三銀行に対する影響の有無

及び程度については考慮しておりません。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、法律又は会計若しくは税務の専門家ではなく、本件株式移転比率算定

書及び本意見書の作成に当たり、本件の適法性・有効性及び会計若しくは税務上の処理の妥当

性について独自に検討及び分析を行っておらず、本件が全ての法律上、会計上、税務上の適正

な手続を経て、適切かつ有効に実行されることを前提としており、また、本件の実行による三

重銀行及びその他取引関係者に対する課税関係への影響については考慮しておらず、それらの

点については三重銀行のアドバイザーの判断に依拠しております。ＳＭＢＣ日興証券は、ロー

ン・ポートフォリオの専門家ではなく、従って貸倒引当金の計上が妥当に行われていることを

前提としています。更に、ＳＭＢＣ日興証券は、本件の完了に必要な全ての重要な政府、規制

当局その他の者の同意又は許認可（契約上のものであるか否かを問いません｡）が、三重銀行若

しくは第三銀行又は本件により期待される利益に悪影響を与えることなく取得されることを前

提としています。また、ＳＭＢＣ日興証券は、本契約書に記載されたあらゆる重要な条件若し

くは合意事項、又は対象事業に関する権利義務の内容として三重銀行及び第三銀行から提示さ

れた関連する資産、債務、契約、従業員その他一切の権利義務の内容の放棄、修正又は変更が

なく、本件が、本契約書に規定された契約条件に基づき、そして全ての適用法令、関連文書及

び諸要件に従って完了するものであって、それら契約条件等について、ＳＭＢＣ日興証券によ

る分析又は本意見書に重要な影響を及ぼすような、遅延、放棄、修正又は改正がないことを前

提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではなく、かかる調査は行っ

ておりません。更に、ＳＭＢＣ日興証券は、本契約書の 終締結版がＳＭＢＣ日興証券が検討

した本契約書の草案と、いかなる重要な点においても相違しないことを前提としております。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、三重銀行の同意を得て、本件が、三重銀行及び第三銀行並びにそれぞ

れの株主にとって、日本の所得税法及び法人税法上、適格組織再編であることを前提としてお

ります。 

 

 本件株式移転比率算定書及び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付現在

の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢、及び当該日までにＳＭＢＣ日興証券に提

供され又はＳＭＢＣ日興証券が入手した情報を前提としており、当該日以降の事情の推移によ

り本件株式移転比率算定書及び本意見書の内容に影響が生じ得るものであるところ、ＳＭＢＣ

日興証券は、当該日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由によっても、その意見を更新、

改訂、追完又は再確認する責任を負うものではありません。また、本件株式移転比率算定書及

び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付以降に関して、何らの意見を推論

させ、示唆するものではありません。 

 

 ＳＭＢＣ日興証券は、本件に関して、三重銀行の財務アドバイザーを務めており、そのサー

ビスの対価として三重銀行から手数料を受領する予定であり、その相当部分は本件の完了を条

件として発生するものです。また、三重銀行は、ＳＭＢＣ日興証券及びその関係会社に生じ三

重銀行が承認した一定の費用を負担すること、及びＳＭＢＣ日興証券が財務アドバイザーを務

めることに起因して発生するかもしれない損害や債務を補償し免責することに同意しています。

ＳＭＢＣ日興証券及びＳＭＢＣ日興証券の関係会社は、本意見書の日付に先立つ過去２年間に

おいて、三重銀行、第三銀行及びそれらの関係会社に対して、本件と関わりの無い一定の投資

銀行業務及びその他の金融サービスを提供してきており、当該サービスに関して報酬を受領し

ております。ＳＭＢＣ日興証券及びその関係会社は三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関

係会社に対して上記サービスを将来において行い、報酬を受領する可能性があります。更に、

ＳＭＢＣ日興証券及びその関係会社は、通常の証券業務の過程において、自社勘定又は顧客勘

定を通じて、三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関係会社の有価証券及び金融デリバティ

ブを含む金融商品に関して取引又は保有を行う可能性があり、従って、随時かかる有価証券に

関してロング・ポジション又はショート・ポジションを持つことがあります。 
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 本意見書は、本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地から

妥当であることについて意見表明するにとどまり、本件におけるその他のいかなる条項又は本

契約書において企図されている又は本件に関連して締結されるその他いずれの契約又は合意に

おけるいかなる条項に関しても意見を述べるものではなく、また、三重銀行の他の種類の有価

証券の保有者、債権者、その他の関係者にとって本件株式移転比率が妥当であることについて

意見を述べるものではありません。ＳＭＢＣ日興証券は、本件より前における三重銀行若しく

は第三銀行の株式の取引価格、又は本件の後の三重銀行、第三銀行若しくは共同持株会社の株

式の取引価格について一切見解を述べるものではなく、本件株式移転比率の根拠となった前提

や仮定 (三重銀行及び第三銀行に関する財務予測を含みます｡) についても、何ら見解を表明す

るものではありません。ＳＭＢＣ日興証券は、本件を行うに際しての三重銀行の経営上の意思

決定 (他の代替的な事業戦略や別の種類の取引スキームと比較した上での是非を含みます｡)、

本件のストラクチャーの有効性を含む本件の条件その他の側面 (本意見書に明記される範囲に

おける本件株式移転比率を除きます｡) や三重銀行がとり得る他の戦略的手段と比較した場合に

おける本件の利点について意見を述べるものではありません。ＳＭＢＣ日興証券は、本件に関

して第三者の関心の表明又は提案を勧誘することを要請されておらず、またそのような勧誘を

行っておりません。ＳＭＢＣ日興証券は、本件に関連して三重銀行の株主が議決権その他の株

主権を行使し又は何らかの行動をすることについて、意見を述べたり推奨をするものではなく、

また、三重銀行の株主やその他の利害関係者に対して、三重銀行株式の譲渡、譲受その他これ

らに関連する事項について何ら勧誘若しくは推奨するものではありません。更に、ＳＭＢＣ日

興証券は、三重銀行又は第三銀行の株主に対して本件に関連して支払われる対価との比較で、

本件のいかなる当事者の役員、取締役若しくは従業員、又はいかなる役職につく関係者につい

ても、本件に関連する報酬の金額、性質その他の側面又はそれらの対象者の範囲に関して意見

を述べるものではなく、又は当該報酬の妥当性に関して意見を述べるものではありません。 
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別添４ 

大和証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等 

 

 大和証券は、三重銀行及び第三銀行で合意された本件株式移転比率が三重銀行の普通株主に

とって財務的見地から公正である旨の意見書（以下、｢本フェアネス・オピニオン」といいま

す｡）を提出するに際して、本件株式移転比率の分析及び検討を行っておりますが、当該分析及

び検討においては、三重銀行及び第三銀行から提供を受けた資料及び情報並びに一般に公開さ

れた情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確

かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自

の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。大和証券は、三重銀行及び

第三銀行並びにそれらの関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条

第８項に定義される「関係会社」をいいます。以下、同様とします｡）の全ての資産又は負債 

(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません｡）

について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行ってお

らず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。さらに、本フェア

ネス・オピニオンに記載された意見に影響を与える可能性のある三重銀行及び第三銀行並びに

これらの関係会社の事実（偶発債務及び訴訟等を含みます｡）については、現在及び将来にわた

り大和証券に対して未開示の事実が無いことを前提としています。大和証券は、破産、支払不

能又はこれらに類似する事項に関するいかなる適用法令の下における三重銀行及び第三銀行並

びにそれらの関係会社の支払能力又は信用力についても評価を行っておりません。大和証券は、

三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社のいかなる財産又は設備の実地の見分を行って

おらず、またその義務を負うものではありません。三重銀行の法務、会計及び税務の各アドバ

イザーは、三重銀行と予め合意した事項及び範囲において第三銀行に対する各デュー・ディリ

ジェンスを実施しており、大和証券は、かかるデュー・ディリジェンスの対象事項及び範囲に

ついて独自に検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。 

 大和証券は、本フェアネス・オピニオンに記載の意見を述べるにあたり、大和証券に提供さ

れた三重銀行及び第三銀行の事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、三重銀行及び第

三銀行それぞれの経営陣による現時点で得られる 善の予測と判断に基づき、合理的にかつ適

正な手続に従って作成されたことを前提としており、大和証券は、第三銀行におけるA種優先株

式の返済計画を含む当該事業計画、財務予測その他将来に関する情報にかかる各種前提条件が

正確かつ実現可能であることを前提としており、これらの正確性、妥当性及び実現可能性につ

いて独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。 

 大和証券は、大和証券が検討した本件株式移転に係る株式移転計画書案（以下「本計画書案」

といいます｡）と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る株式移転計画書（以下、｢本計

画書」といいます｡）が適法かつ有効に作成され、三重銀行及び第三銀行の株主総会で承認され

ること、大和証券が検討した本件株式移転に係る経営統合契約書案（以下「本契約書案」とい

います｡）と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る経営統合契約書（以下、本別紙にお

いて「本契約書」といいます｡）が三重銀行及び第三銀行との間で適切かつ有効に締結されるこ

と、本件株式移転が本計画書及び本契約書に記載された条件に従って適法かつ有効に実行され

ること、並びに本計画書及び本契約書に記載された重要な条件又は合意事項の放棄、修正又は

変更なく、本件株式移転が本計画書及び本契約書の条件に従って完了することを前提としてい

ます。また、大和証券は、本件株式移転が適法かつ有効に実施されること、本件株式移転の税

務上の効果が両行から提示された想定と相違なく実現すること、本件株式移転の実行に必要な

全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本件株式移転によりもたらされると期

待される利益を何ら損なうことなく取得されることを前提としており、これらについて独自の

調査を行う義務を負うものではありません。大和証券は、本件株式移転の実行に関する三重銀

行の意思決定、あるいは本件株式移転と他の戦略的選択肢の比較評価を検討することを三重銀

行から依頼されておらず、また検討しておりません。大和証券は、法律、会計及び税務のいず

れの専門家でもなく、本件株式移転に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに会計及び

税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うもの

でもありません。 
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 大和証券は、本件株式移転に関するアドバイザリー業務提供の対価として、既に受領済みの

手数料に加え、本フェアネス・オピニオンの三重銀行への提出を条件に手数料を受領する予定

です。三重銀行は、大和証券の本件株式移転に関するアドバイザリー業務に関連して生じ得る

一定の責任について補償することに同意しています。大和証券は、本計画書案及び本契約書案

の作成並びに本計画書案及び本契約書案の決定プロセスには関与していません。 

 

 大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社を中心に構成されている大和証券グ

ループは、主たる事業として有価証券関連業を中心とした投資・金融サービス業を行っており、

過去、現在及び将来において、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社に対して、有償

で、有価証券関連サービスを含む投資・金融サービスを提供し又は今後提供することがありま

す。三重銀行は、本件株式移転以外の案件に関し、大和証券又はその関係会社が、現在又は将

来、第三銀行及びそれらの関係会社に対して手数料を得て役務提供をし、又はする可能性があ

ることについて了知し、当該役務提供を行うことについて予め異議なく承諾しています。また、

大和証券及びその関係会社は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社の有価証券及び

金融派生商品を含む金融商品を、自己又は顧客の勘定で取引又は保有することがあります。 

 

 本フェアネス・オピニオンは、大和証券が三重銀行からの依頼に基づいて三重銀行が本件株

式移転比率を検討するための参考情報を三重銀行の取締役会に提供することを唯一の目的 (以

下、｢本フェアネス・オピニオン作成目的」といいます｡) として作成されたものです。従って、

大和証券は、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使

用されることに起因又は関連して一切の責任を負うものではありません。また、三重銀行は、

大和証券の書面による事前の同意なく、本フェアネス・オピニオンを第三者に開示、参照又は

伝達させること及び第三者のために使用すること (以下、総称して「本件開示」といいます｡) 

はできません。なお、三重銀行が、大和証券の事前の了承を得て本件開示を行う場合において

も、唯一三重銀行が責任を負うものとし、大和証券は責任を負うものではありません。大和証

券は、三重銀行以外の第三者に対して本フェアネス・オピニオンの記載内容又は本件株式移転

に関連して、一切の責任を負うものではなく、かつ、本フェアネス・オピニオンが本フェアネ

ス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連する一切の責任を負うも

のではありません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、三重

銀行の普通株主に対して本件株式移転に関する議決権等の株主権の行使 (反対株主の買取請求

権の行使を含みます｡)、三重銀行株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項について何らの

推奨又は勧誘を行うものではありません。 

 

 大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、三重銀行の普通株主にとって本件株式移

転比率が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、大和証券は、

三重銀行の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見

を求められておらず、かつ、意見を述べておりません。大和証券は、本フェアネス・オピニオ

ンにおいて、本件株式移転比率の決定の基礎となる各前提事実若しくは仮定、又は三重銀行の

本件株式移転に関する意思決定について意見を述べるものではありません。また、大和証券は、

本フェアネス・オピニオンにおいて、本フェアネス・オピニオンの日付以降に取引される三重

銀行、第三銀行又は共同持株会社の普通株式及び優先株式の価格について、いかなる意見を述

べるものでもありません。大和証券は、本件株式移転比率に関して、本件株式移転に関わるい

かなる役員、取締役若しくは従業員又はこれらと同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額

や性質が公正であるか否かについて、意見を述べるものではありません。 

 本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、本フェアネス・オピニオンの日

付現在における金融、経済、市場その他の状況も前提としており、当該日付現在までに大和証

券が入手可能な情報に依拠していますが、入手し得る資料及び情報に制約があるため、本件株

式移転比率の算定に使用した資料及び情報の中には、当該日付と異なる時点の資料及び情報も

一部含まれております。また、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は今後

の状況の変化により影響を受ける可能性がありますが、大和証券はその意見を修正、変更、更

新、補足又は再確認する義務を一切負いません。 
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別添５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年３月期に係る株式会社三重銀行に関する事項 
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第205期 ( 
平成28年４月１日から 

) 事業報告 
平成29年３月31日まで 

 

１ 当行の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

＜銀行の主要な事業内容＞ 

当行は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債等公共債及び投資信

託・保険商品の窓口販売業務等を行っております。一貫した堅実経営により資産の健全性を

維持しつつ、地方銀行の使命である地域経済の発展に貢献すべく努力しております。 

 

＜金融経済環境＞ 

当期（平成28年４月～平成29年３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は増加したものの、消費意欲の改善は鈍く、個人消費は弱含んで推

移しました。また、輸出は、欧米の政治動向を巡って為替市場が大きく変動するなか、米国

やアジア向けを中心に数量ベースでは底打ちしました。こうしたなか、企業の生産活動は、

新型車やスマートフォン部品の需要拡大が押し上げ、回復の動きがみられました。総じてみ

ると、景気は緩やかながら持ち直しの状況となりました。 

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は、輸出に底離れの動きがみら

れるなか、企業の生産活動は、主要産業である電子部品・デバイスや自動車関連を中心に需

要が拡大し、回復基調が続きました。また、雇用所得環境の緩やかな改善持続を背景に個人

消費も上向きつつあり、景気は回復に向けた動きがみられました。 
 

＜事業の経過及び成果等＞ 

当期は、３年間の中期経営計画「成長 ～地域とともに～｣（平成27年４月～平成30年３月）

で目指す姿として掲げている「地元で確固たる存在感を示し、成長し続ける銀行」となるた

め､「地域とともに発展する銀行｣､「お客さまとともに栄える銀行｣､「株主・従業員とともに

歩む銀行」という経営理念のもと、お客さま、株主さま、従業員それぞれの満足度を高め、

地域とともに発展する施策に取り組みました。 

体制面においては、平成28年４月に法人営業部を４拠点増設するとともに、２拠点で事業

性貸出の取扱いを開始することで、お客さまとの接点を増やし、あらゆるニーズに総合的に

対応できる体制の構築を図りました。 

また、地方創生は地域とともに発展することを経営理念としている当行にとって非常に重

要なキーワードであると認識しており、地方創生に資する企画を立案するとともに、営業店

との連携を強化し、三重銀行グループ一体で実効性の高い取組みを推進するため、平成28年

４月に「地方創生推進室」を設置しました。 

そして、お客さまとともに成長していくため、事業者の方、個人の方とのリレーションシ

ップを強化し、魅力あるサービスを提供することに尽力しております。 

事業者のお客さまに対しては、ライフステージに応じた課題解決の提案を積極的に行いま

した。資金需要に対し迅速にお応えしたほか、ビジネスマッチングや事業承継のサポートな

ど課題解決のご提案を積極的に行いました。また、創業・新分野進出や航空宇宙産業への進

出、６次産業化といったニーズの高まっている分野については、サポート体制を一層充実さ

せました。 

平成28年10月には､「法人ソリューション営業部」を設置し、ストラクチャードファイナン

ス等の専門性の高い法人ソリューションに特化することで、多様化するお客さまの資金調達

手段のサポートを更に強化しました。 

個人のお客さまに対しては、職員の知識・能力を向上させ、資産運用やローンのご相談に

的確にお応えできるよう努めたほか、ジュニアNISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型

確定拠出年金）などの新しい制度や制度変更した商品のご案内も積極的に行いました。また

個人ローンにおいては、よりご利用いただきやすいよう無担保個人ローンの商品改定を実施

しました。 
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また、平成28年12月には、安城支店・安城法人営業部を新築移転し、各種相談ブース・商

談室の設置やバリアフリー対応など、より便利でご利用いただきやすい店舗としました。 

地域貢献活動の面では、引き続き「環境保全」と「次世代育成支援」を活動の柱として取

り組みました。また、地元ＮＰＯの応援に積極的に取り組むとともに、一部の地域貢献活動

については、地元ＮＰＯと協働しながら進めました。 

そして、平成29年２月28日開催の取締役会において、株式会社第三銀行との間で、持株会

社設立による経営統合に向け、協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決

議し、基本合意書を締結しました。 
 

(預金) 

預金の残高は、地元預金の増強に努めました結果、前期比385億円増加し、当期末１兆

6,608億円となりました。また、預金と譲渡性預金を合わせた残高は前期比431億円増加し、

当期末１兆7,602億円となりました。 

 

(貸出金) 

貸出金の残高は、地元事業性貸出金の増強に努めました結果、前期比437億円増加し、当

期末１兆3,811億円となりました。そのうち個人向け貸出金残高は前期比31億円増加し

4,383億円、中小企業向け貸出金残高は前期比660億円増加し5,628億円となりました。 

 

(有価証券) 

有価証券の残高は、市場動向を注視しつつ機動的な運用に努めました結果、前期比67億

円増加し、当期末4,449億円となりました。 

 

(損益状況) 

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、前期比５

億円減少し268億円となりました。 

また、経常費用は、営業経費が増加したことなどから、前期比１億円増加し224億円とな

りました。 

以上の結果、経常利益は前期比７億円減少し43億円、当期純利益は前期比２億円減少し

32億円となりました。 

 

(その他) 

当期末の不良債権は、引き続き取引先企業の経営改善支援等に努めました結果、当期末

のリスク管理債権は193億円、総貸出金残高に占める比率は1.40％と引き続き高い健全性を

維持しております。 

当期末の自己資本比率（速報値）は単体で7.8％程度と、国内基準行に求められる４％を

大きく上回る水準となっております。 
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＜対処すべき課題＞ 

人口減少や高齢化の進展、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競

争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応

力がこれまで以上に求められているものと認識しております。 

このような環境のもと、当行は、対処すべき課題を①持続的成長に不可欠な間口の拡大を

図りながら、②トップライン収益を増強することと認識しております。 

中期経営計画「成長 ～地域とともに～｣（平成27年４月～平成30年３月）では､「地域とと

もに発展する銀行｣､「お客さまとともに栄える銀行｣､「株主・従業員とともに歩む銀行」と

いう経営理念のもと、株主さま、お客さま、従業員の満足度を高められる施策を遂行し、地

域とともに発展することをテーマとしております。 

すなわち、株主さまに対しては､「財務体質の強化を通じた企業価値の向上｣、お客さまに

対しては､「リレーションシップの強化と魅力あるサービスの提供｣、従業員に対しては、｢人

材の育成と働きがいのある職場づくり」を追求しております。 

そして、高い収益性、健全性を兼ね備え、地域とともに成長する金融機関となり、地域に

対しては、｢金融仲介機能の発揮により地域経済発展へ貢献」することを目指しております。 

お客さま、地域経済の成長に貢献することで、当行は地元で確固たる存在感を示すことが

でき、お客さまとのお取引の発展により当行も成長し続けることができると考えております。

｢お客さま、地域経済の成長」と「当行の成長」の好循環を実現し、目指す姿として掲げてい

る「地元で確固たる存在感を示し、成長し続ける銀行」に近づけるよう、努めてまいります。 

また、株式会社第三銀行との経営統合検討に関する基本合意に基づき、統合の相乗効果を

発揮することにより、三重県、愛知県及び近接地域における経済活性化の実現に向けて地域

との信頼関係を更に強化し、お客さまから愛され、お客さま、地域とともに成長する金融グ

ループを目指し、平成29年９月の経営統合に関する 終合意、平成30年４月の持株会社設立

に向けて準備を進めております。 

株主のみなさまにおかれましても、今後とも格別のご支援を賜りますよう、宜しくお願い

申し上げます。 
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(2) 財産及び損益の状況 
(単位：億円) 

 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

預 金 15,778 16,116 16,222 16,608 

 定 期 性 預 金 7,911 7,960 7,848 7,491 

 そ の 他 7,866 8,156 8,374 9,116 

譲 渡 性 預 金 828 876 948 994 

貸 出 金 12,846 13,263 13,374 13,811 

 個 人 向 け 3,984 4,207 4,352 4,383 

 中 小 企 業 向 け 4,689 4,888 4,967 5,628 

 そ の 他 4,171 4,167 4,053 3,798 

商 品 有 価 証 券 0 0 0 0 

有 価 証 券 4,161 4,527 4,381 4,449 

 国 債 1,320 1,265 1,161 1,028 

 地 方 債 869 928 877 857 

 そ の 他 1,971 2,332 2,342 2,563 

総 資 産 18,608 19,048 19,349 19,697 

内 国 為 替 取 扱 高 269,547 195,832 171,655 122,983 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル 

2,004 
百万ドル 

2,111 
百万ドル 

2,061 
百万ドル 

2,260 

経 常 利 益 
百万円 
3,768 

百万円 
4,787 

百万円 
5,137 

百万円 
4,397 

当 期 純 利 益 
百万円 
2,186 

百万円 
3,181 

百万円 
3,500 

百万円 
3,229 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 16円23銭 23円61銭 259円92銭 239円82銭 

 
(注) １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

２. １株当たり当期純利益は「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号）
及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号）
を適用し算出しております。 

３. 平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、平成27年
度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、１株当たり当期純利益を算出しております。 
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(3) 使用人の状況 
 

 当年度末 前年度末 

使 用 人 数 1,286人 1,268人 

平 均 年 齢 38年２月 38年３月 

平 均 勤 続 年 数 14年10月 14年11月 

平 均 給 与 月 額 349千円 347千円 

 
(注) １．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 

２．使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。 
３．平均給与月額は時間外勤務手当等を含み、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 

 

(4) 営業所等の状況 

イ．営業所数の推移 
 

 当年度末 前年度末 

  うち出張所  うち出張所 

三 重 県 57店 (―) 57店 (―) 

愛 知 県 16 (―) 16 (―) 

東 京 都 1 (―) 1 (―) 

大 阪 府 1 (―) 1 (―) 

合 計 75 (―) 75 (―) 

 
(注) 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を21,779ヵ所設置しております。 
 なお、21,779ヵ所のうち21,694ヵ所は株式会社セブン銀行との提携により設置したセブン銀行Ａ

ＴＭであります。 

 

ロ．当年度新設営業所 

該当ございません。 
 
(注) 当年度において店舗外現金自動設備を、｢大名古屋ビルヂング」、｢三重県四日市庁舎」、｢イオン

タウン鈴鹿玉垣」｢マックスバリュ山城店」に新設いたしました。 

 

ハ．銀行代理業者の一覧 

該当ございません。 
 

ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況 

該当ございません。 
 

(5) 設備投資の状況 

イ．設備投資の総額 
(単位：百万円) 

 

設備投資の総額 2,461 

 
(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 
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ロ．重要な設備の新設等 
(単位：百万円) 

 

内容 金額 

店舗他事務機器等 199 

 
(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

(6) 重要な親会社及び子会社等の状況 

イ．親会社の状況 

該当ございません。 
 

ロ．子会社等の状況 
 

会社名 所在地 
主要 

業務内容 
設立 
年月日 

資本金 
当行が有する 
子会社等の 
議決権比率 

その他 

     ％  

三重銀総合リー
ス株式会社 

三重県四日市市 
幸町２番４号 

リース業務 
投資業務 

昭和54年 
８月22日 

90 33.38 ― 

株式会社三重銀
カード 

三重県四日市市 
幸町２番４号 

クレジット
カード業務 

昭和57年 
７月３日 

90 74.94 ― 

三重銀信用保証
株式会社 

三重県四日市市 
幸町２番４号 

信用保証業
務 

昭和61年 
４月23日 

480 100.00 ― 

三重銀コンピュ
ータサービス株
式会社 

三重県四日市市 
十七軒町15番１号 

コンピュー
タシステム
開発業務 

平成３年 
６月18日 

30 55.00 ― 

株式会社三重銀
総研 

三重県四日市市 
西新地７番８号 

企業経営に
関する情報
提供・相談
業務 

平成８年 
５月８日 

50 15.00 ― 

 
(注) １．議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

２．三重銀ビジネスサービス株式会社は、平成28年６月27日に清算結了いたしました。 
３．上記の重要な子会社等は全て連結対象としております。 
４．当期の連結経常収益は327億円、親会社株主に帰属する当期純利益は35億円となりました。 

 

重要な業務提携の概況 

１．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等の

サービス（略称ＡＣＳ）を行っております。 

２．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用

組合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む)、労働金庫との提携により、現

金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行

っております。 

３．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）

において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入

出金取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。 

４．株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動

引出し及び預入れサービスを行っております。 

 

(7) 事業譲渡等の状況 
該当ございません。 

 

(8) その他銀行の現況に関する重要な事項 
該当ございません。 
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２ 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項 

(1) 会社役員の状況 
(年度末現在) 

 

氏名 地位及び担当 重要な兼職 その他 

種 橋 潤 治 
取締役会長 
（代表取締役） 

四日市商工会議所 
 会頭 

 

渡 辺 三 憲 
取締役頭取 
（代表取締役） 

  

宅 野 一 郎 

取締役兼専務執行役員 
秘書室長 
（総合企画部・東京事務所・秘書室
担当） 

  

山 本 隆 司 
取締役兼専務執行役員 
（人事部・事務管理部・システム部
担当） 

  

山 本 博 也 
取締役兼専務執行役員 
（営業企画部・営業推進部・ローン
統括部担当） 

  

一 色 孝 三 
取締役兼常務執行役員 
（審査部・市場金融部担当） 

  

片 岡 新 二 
取締役兼常務執行役員 
（法人・公金推進担当） 

  

藤 原 信 義 取締役（社外取締役）  (注) １ 

松 井 憲 一 取締役（社外取締役） 
株式会社ツムラ 
 社外取締役 

(注) １ 

用   弘 美 取締役（社外取締役）  (注) １ 

山 口 元 弘 常勤監査役   

前 川 栄 治 常勤監査役   

古 川 典 明 監査役（社外監査役） 

株式会社ミッドランド経営 
 代表取締役 
古川典明公認会計士事務所 
 所長 
ミッドランド税理士法人 
 代表社員 
株式会社メディカル一光 
 社外監査役 

(注) １ 
(注) ２ 

伊 藤 雄 二 監査役（社外監査役）  
(注) １ 
(注) ３ 

吉 田 すみ江 監査役（社外監査役） 
あおば総合法律事務所 
 弁護士 

(注) １ 
(注) ４ 

 
(注) １．取締役藤原信義、松井憲一、用弘美の各氏及び監査役古川典明、伊藤雄二、吉田すみ江の各氏

は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利
益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 

２．監査役古川典明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。 

３．監査役伊藤雄二氏は、住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）における財務及び会計
に関する業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 

４．監査役吉田すみ江氏の戸籍上の氏名は、今尾すみ江であります。 

 

  



76 

(ご参考) 

平成29年４月３日付で取締役の地位及び担当の変更を行いました。地位及び担当に変更があ

った取締役は、次のとおりであります。 
(平成29年４月３日現在) 

 

氏名 地位及び担当 

一 色 孝 三 
取締役兼専務執行役員 
（市場金融部担当） 

片 岡 新 二 
取締役兼常務執行役員 
（営業企画部・営業推進部・ローン統括部担当） 

山 本 博 也 取締役 

 

(2) 会社役員に対する報酬等 
(単位：百万円) 

 
区分 支給人数 報酬等 

取締役 12 256 

監査役 6 43 

合計 18 299 

 
(注) １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

２．株主総会で定められた報酬限度額 
 取締役 年額 300百万円（但し、使用人兼務役員の使用人としての給与を除く） 
 監査役 年額  60百万円 

 

(3) 責任限定契約 
 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

藤 原 信 義 

当行と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、任
務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。 

松 井 憲 一 

用   弘 美 

古 川 典 明 

伊 藤 雄 二 

吉 田 すみ江 
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３ 社外役員に関する事項 

(1) 社外役員の兼職その他の状況 
 

氏名 兼職その他の状況 

松 井 憲 一 

 
株式会社ツムラ社外取締役であります。 
なお、当行と同社との間には、重要な取引その他の関係はありません。 

古 川 典 明 

 
株式会社ミッドランド経営代表取締役、ミッドランド税理士法人代表社員及び株
式会社メディカル一光社外監査役であります。 
当行と株式会社ミッドランド経営との間には、通常の銀行取引のほか、ビジネス
マッチング業務に関する契約（当行が紹介した顧客と同社との間で会計税務に関
するコンサルティング契約等が成約した場合に同社から報酬を受け取る契約）が
あります。また、当行の子会社等である株式会社三重銀総研と同社との間には、
顧問契約があります。 
なお、当行とミッドランド税理士法人及び株式会社メディカル一光との間には、
通常の銀行取引があります。 

 

(2) 社外役員の主な活動状況 
 

氏名 在任期間 
取締役会等への 

出席状況 
取締役会等における発言 

その他の活動状況 

藤 原 信 義 
（社外取締役） 

４年９ヵ月 

 
当事業年度開催の取締役会14回
中14回に出席しております。 

 
過去の経験や実績に基づく幅広い
見地から発言を行っております。 

松 井 憲 一 
（社外取締役） 

２年９ヵ月 

 
当事業年度開催の取締役会14回
中13回に出席しております。 

 
過去の経験や実績に基づく幅広い
見地から発言を行っております。 

用   弘 美 
（社外取締役） 

１年９ヵ月 

 
当事業年度開催の取締役会14回
中14回に出席しております。 

 
過去の経験や実績に基づく幅広い
見地から発言を行っております。 

古 川 典 明 
（社外監査役） 

４年９ヵ月 

 
当事業年度開催の取締役会14回
中14回、監査役会12回中12回に
出席しております。 

 
主に公認会計士及び税理士として
の専門的見地から発言を行ってお
ります。 

伊 藤 雄 二 
（社外監査役） 

２年９ヵ月 

 
当事業年度開催の取締役会14回
中10回、監査役会12回中９回に
出席しております。 

 
過去の経験や実績に基づく幅広い
見地から発言を行っております。 
 

吉 田  すみ江 
（社外監査役） 

９ヵ月 

 
平成28年６月の就任後に開催さ
れた取締役会12回中12回、監査
役会10回中10回に出席しており
ます。 

 
主に弁護士としての専門的見地か
ら発言を行っております。 
 

 

(3) 社外役員に対する報酬等 
(単位：百万円) 

 
 支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等 

報酬等の合計 ７ 25 ― 

 
(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

(4) 社外役員の意見 
該当ございません。 
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４ 当行の株式に関する事項 

(1) 株式数 発行可能株式総数  25,000千株 

 発行済株式の総数  13,483千株 
 
(注) １．株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。 

２．平成28年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行うとともに、単元株式数を
1,000株から100株とする変更を行っております。 

 

(2) 当年度末株主数 5,938名 

 

(3) 大株主 
 

株主の氏名又は名称 
当行への出資状況 

持株数等 持株比率 

銀泉株式会社 1,062千株 7.89％ 

株式会社三井住友銀行 776 5.76 

三重銀行従業員持株会 441 3.27 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

360 2.67 

三井住友カード株式会社 330 2.45 

株式会社セディナ 324 2.41 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

278 2.06 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９） 

238 1.77 

住友電装株式会社 219 1.62 

大日本住友製薬株式会社 205 1.52 

 
(注) １．持株数等は千株未満を切り捨てて表示しております。 

２．持株比率は発行済株式の総数から自己株式数（19千株）を控除して算出しております。 
３．持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

 

５ 当行の新株予約権等に関する事項 

(1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 
該当ございません。 

 

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 
該当ございません。 
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６ 会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の状況 
(単位：百万円) 

 

氏名又は名称 
当該事業年度に係

る報酬等 
その他 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員 安藤 泰行 
指定有限責任社員 鬼頭 潤子 
指定有限責任社員 豊田 裕一 

47 

 
報酬等について監査役会が会社法第399条第１
項の同意をした理由 

監査役会は、会計監査人の監査計画の内
容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積
りの算出根拠などの適切性・妥当性を確認
し、検討した結果、会計監査人の報酬等は
妥当な水準であると判断し、会社法第399条
第１項の同意を行っております。 

 
(注) １．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

２．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当該事業年度
に係る報酬等にはこれらの合計額を記載しております。 

 

(2) 責任限定契約 
該当ございません。 

 

(3) 会計監査人に関するその他の事項 
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ

る場合は、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任いたします。 

また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められ

る場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議

案の内容を決定いたします。 

 

７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

該当ございません。 

 

８ 業務の適正を確保する体制 

業務の適正を確保する体制 

当行は内部統制の態勢整備を経営の 重要課題として位置づけており、その充実に取り

組み、絶えず高度化を図るべく、内部統制に関する基本方針を定めております。 

 

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
(1)「三重銀行行動憲章」を制定し、法令やルールの厳格な遵守、反社会的勢力との対決を

掲げるとともに、取締役頭取があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性につ

いて全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守し社会的責任を果たすことを

企業活動の前提とすることを確認する。 

(2) 役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、｢コンプライアンス規定」及び 

｢コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を

適宜行いコンプライアンス意識の高揚に努める。 

(3) コンプライアンスに関する基本事項は取締役会で決定する。法令等遵守態勢の整備・

確立に必要な事項を検討・協議する機関として、コンプライアンス経営会議を設置す

るとともに、コンプライアンス統括部署として品質向上部を設置する。各部署にコン

プライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの実施状況を管理監督させるととも

に、コンプライアンス統括部署は適切な研修体制を構築する。 
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(4) コンプライアンス責任者がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコ

ンプライアンス統括部署に報告する体制を構築する。不正行為の早期発見と是正を図

るため、使用人及び取引業者の従業員等が直接報告することが可能な公益通報制度を

整備する。報告を受けたコンプライアンス統括部署はその内容を調査し、関係部と協

議のうえ再発防止策を決定し、実施する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
(1) 取締役会規程、文書管理に関する諸規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保

存及び管理を行う。 

(2) 取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(1) リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定する。｢リスク管理規定」により、当行

のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確化する。総合企画部をリスク管理

統括部署として、管理すべきリスクの種類毎に主管部を定め、統合的にリスクを管理

する体制を確立する。 

(2) リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に経営会議に報告し、リスク

管理態勢に関する重要な事項は取締役会にも報告する。 

(3) 監査部は内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、

経営会議及び取締役会に報告する。 

(4) 災害、危機等の緊急事態に備えて、｢危機対策・業務継続規定」及び「危機対策・業務

継続マニュアル」を制定し、定期的に訓練等を実施する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会

を原則月１回定例的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当行

の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、予め頭取及び頭取が指名す

る取締役ならびに執行役員で構成する経営会議において議論を行い、その審議を経て

執行決定を行う。｢組織及び職務権限規定」において取締役の職責、職務権限等を定

める。 

(2) 取締役会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定する。各担

当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものと

し、必要に応じて経営会議において議論を行う。 

(3) 取締役会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各取

締役担当部門の現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正する。 

(4) ステークホルダーの理解を得ることにより、当行の事業が効率的に運用できるようＩ

Ｒ活動及び経営情報の開示を適時適切に行う。 

 

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 
(1) 当行グループにおける内部統制を確保するため、当行及び各子会社間で内部統制に関

する協議、情報の共有が効率的に行われる体制を構築する。 

(2) 当行取締役、及び各子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と

責任を有する。 

(3) 定期的に当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を開催し、当

行グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針

を確認する。 

(4) 子会社の経営に関しては子会社毎に定めた当行の担当部署が統括し、子会社の資本異

動、人事、経営計画、決算、新規事業、定款変更、業務提携等の重要な事項について

は、事前に当行の承認を得ることとする。 
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(5) 当行の監査部は当行及び子会社の内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定

等についての監査を行い、その結果を当行取締役会及び子会社の代表取締役に報告し、

内部統制の改善策の指導を行う。 

(6) 各子会社においてもコンプライアンス規定、コンプライアンスマニュアルを策定させ、

子会社の使用人及び子会社の取引業者の従業員等も公益通報制度の利用対象者とする。 

(7) 子会社から当行に報告を要する事項を定め、経営上重要又は異例事態の発生は報告の

対象とする。 

 

６．監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、使用人を配置する。 

 

７．当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 
(1) 当該使用人は、監査役の指揮命令に従う。 

(2) 当該使用人に関する人事考課及び人事異動は、監査役との協議事項とする。 

 

８．監査役への報告に関する体制 
(1) 当行の取締役は次に定める事項について、事態認識後直ちに監査役に報告することと

する。ただし、監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。 

① 取締役会で決議された事項 

② 経営会議で決議された事項 

③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

④ 経営状況について重要な事項 

⑤ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 

⑥ 重大な法令・定款違反 

⑦ 公益通報の状況及び内容 

⑧ その他コンプライアンス上重要な事項 

(2) 当行の使用人は前項③から⑧に関する重大な事実を発見した場合は監査役に直接報告

できるものとする。 

(3) 子会社の取締役、監査役又は子会社毎に定めた当行の担当部署は、子会社において生

じた第1項③から⑧に定める事項について、事態認識後直ちに当行の監査役に報告す

ることとする。ただし、当行の監査役が出席した会議等で報告・決議された事項は対

象としない。 

(4) 子会社の使用人は第１項③から⑧に関する重大な事実を発見した場合は当行の監査役

に直接報告できるものとする。 

(5) 監査役はいつでも当行及び子会社の取締役及び使用人に対して監査に必要な事項の報

告を求めることができるものとする。 

(6) 監査役への報告を行った当行及び子会社の取締役及び使用人に対しては、当該報告を

したことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。 

 

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
(1) 監査役が必要に応じて当行の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に

応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 

(2) 監査部は監査計画及び監査結果について監査役に定期的に報告し、意見交換を行う。 

(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用等に備え、一定額の予算を設けるとともに、

監査役からその職務の執行について費用等の請求があった場合は、法令に従い担当部

署にて適切に処理する。 
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業務の適正を確保する体制の運用状況の概要 

当事業年度における業務の適正を確保する体制の運用状況の概要は、次のとおりであり

ます。 

 

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
取締役会において年度毎のコンプライアンスプログラムを定め、進捗状況を４回報告し

たほか、コンプライアンス経営会議を13回開催し、法令等遵守態勢の整備・確立に必要な

事項を検討・協議しております。 

 

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
取締役会において年度毎のリスク管理に関する基本方針を定め、統合的なリスクの状況

を経営会議に４回、取締役会に２回それぞれ報告しております。 

内部管理態勢の適切性、有効性についての監査結果を経営会議に12回、取締役会に10回

それぞれ報告しております。また、資産の自己査定についての監査結果を経営会議及び取

締役会に４回報告しております。 

危機対策訓練のほか各種訓練を実施し、その実施状況を経営会議及び取締役会に報告し

ております。 

 

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
定例取締役会を12回、臨時取締役会を２回それぞれ開催しております。また、経営会議

を51回開催し、当行の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項について議論を行い、そ

の審議を経て執行決定を行っております。 

取締役会において年度毎の業務運営方針を定め、進捗状況を12回報告したほか、具体的

な施策及び効率的な業務遂行体制について、必要に応じて経営会議において議論を行って

おります。 

 

４．企業集団における業務の適正を確保するための体制 
各子会社の業績を取締役会に定期的に報告しております。また、各子会社との打合会を

定期的に開催し、各子会社における課題と対応方針について議論を行っております。 

当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を２回開催し、当行グル

ープの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認して

おります。 

各子会社における内部管理態勢の適切性、有効性についての監査結果を経営会議及び取

締役会に１回報告しております。また、各子会社における資産の自己査定についての監査

結果を経営会議及び取締役会に４回報告しております。 

 

５．監査役の監査が実効的に行われることの確保等 
監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、独立性を確保した使用人を１名配置し

ております。 

監査役は、監査部から監査結果等について原則として毎月報告を受けるほか、監査部及

び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。 

 

９ 特定完全子会社に関する事項 

該当ございません。 

 

10 親会社等との間の取引に関する事項 

該当ございません。 

 

11 会計参与に関する事項 

該当ございません。 
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12 その他 

該当ございません。 
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第205期末（平成29年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 
科目 金額 科目 金額 

 
(資産の部) 

現金預け金 

現金 

預け金 

コールローン 

買入金銭債権 

商品有価証券 

商品地方債 

有価証券 

国債 

地方債 

社債 

株式 

その他の証券 

貸出金 

割引手形 

手形貸付 

証書貸付 

当座貸越 

外国為替 

外国他店預け 

買入外国為替 

取立外国為替 

その他資産 

前払費用 

未収収益 

金融派生商品 

金融商品等差入担保金 

その他の資産 

有形固定資産 

建物 

土地 

リース資産 

建設仮勘定 

その他の有形固定資産 

無形固定資産 

ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

前払年金費用 

支払承諾見返 

貸倒引当金 

 
 

103,815 

21,812 

82,003 

3,527 

3,466 

72 

72 

444,913 

102,875 

85,714 

62,821 

47,616 

145,886 

1,381,145 

3,755 

15,927 

1,192,105 

169,356 

2,268 

2,261 

0 

7 

9,541 

57 

1,572 

4,231 

1,626 

2,053 

10,365 

5,430 

3,506 

2 

196 

1,228 

2,544 

2,332 

212 

3,525 

8,557 

△ 3,984 

 
(負債の部) 
預金 

当座預金 
普通預金 
貯蓄預金 
通知預金 
定期預金 
定期積金 
その他の預金 

譲渡性預金 
債券貸借取引受入担保金 
借用金 

借入金 
外国為替 

未払外国為替 
その他負債 

未払法人税等 
未払費用 
前受収益 
従業員預り金 
給付補填備金 
金融派生商品 
金融商品等受入担保金 
リース債務 
資産除去債務 
その他の負債 

賞与引当金 
退職給付引当金 
執行役員退職慰労引当金 
睡眠預金払戻損失引当金 
繰延税金負債 
支払承諾 

 
 

1,660,804 
111,656 
764,245 
8,849 
10,546 
744,847 
4,346 
16,313 
99,400 
12,104 
54,000 
54,000 

4 
4 

9,164 
671 
835 
410 

1,178 
0 

2,975 
300 
2 
66 

2,722 
521 
95 
61 
163 

7,985 
8,557 

負債の部合計 1,852,863 
 
(純資産の部) 
資本金 
資本剰余金 

資本準備金 
利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 
固定資産圧縮積立金 
別途積立金 
繰越利益剰余金 

自己株式 
株主資本合計 
その他有価証券評価差額金 
繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額等合計 

 
 

15,295 
11,144 
11,144 
69,604 
4,151 
65,452 

41 
61,704 
3,707 
△ 61 
95,982 
21,576 
△ 662 
20,913 

純資産の部合計 116,895 

資産の部合計 1,969,759 負債及び純資産の部合計 1,969,759 
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第205期 ( 
平成28年４月１日から 

) 損益計算書 
平成29年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 
科目 金額 

経常収益  26,873 

資金運用収益 17,736  

貸出金利息 14,041  

有価証券利息配当金 3,568  

コールローン利息 23  

預け金利息 64  

その他の受入利息 38  

役務取引等収益 5,848  

受入為替手数料 1,069  

その他の役務収益 4,778  

その他業務収益 1,776  

外国為替売買益 227  

国債等債券売却益 416  

金融派生商品収益 1,132  

その他経常収益 1,511  

貸倒引当金戻入益 193  

償却債権取立益 0  

株式等売却益 476  

その他の経常収益 841  

経常費用  22,476 

資金調達費用 1,597  

預金利息 711  

譲渡性預金利息 48  

債券貸借取引支払利息 12  

借用金利息 137  

金利スワップ支払利息 682  

その他の支払利息 5  

役務取引等費用 1,929  

支払為替手数料 263  

その他の役務費用 1,665  

その他業務費用 113  

商品有価証券売買損 0  

国債等債券売却損 113  

営業経費 18,064  

その他経常費用 770  

貸出金償却 44  

株式等売却損 156  

株式等償却 74  

その他の経常費用 496  

経常利益  4,397 

特別利益  104 

固定資産処分益 0  

移転補償金 104  

特別損失  246 

固定資産処分損 104  

減損損失 141  

税引前当期純利益  4,255 

法人税、住民税及び事業税 1,188  

法人税等調整額 △ 162  

法人税等合計  1,026 

当期純利益  3,229 
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第205期 ( 
平成28年４月１日から 

) 株主資本等変動計算書 
平成29年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 
利益準備金 

当期首残高 15,295 11,144 11,144 4,151 

会計方針の変更による 
累積的影響額 

    

会計方針の変更を反映 
した当期首残高 

15,295 11,144 11,144 4,151 

当期変動額     

剰余金の配当     

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

    

別途積立金の積立     

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分     

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

    

当期変動額合計     

当期末残高 15,295 11,144 11,144 4,151 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

固定資産 
圧縮積立金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

当期首残高 43 59,004 4,027 67,226 △   56 93,609 

会計方針の変更による 
累積的影響額 

  24 24  24 

会計方針の変更を反映 
した当期首残高 

43 59,004 4,052 67,250 △   56 93,633 

当期変動額       

剰余金の配当   △  875 △  875  △  875 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

△   1  1    

別途積立金の積立  2,700 △ 2,700    

当期純利益   3,229 3,229  3,229 

自己株式の取得     △   5 △   5 

自己株式の処分   △   0 △   0 0 0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

      

当期変動額合計 △   1 2,700 △  344 2,353 △   4 2,348 

当期末残高 41 61,704 3,707 69,604 △   61 95,982 
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(単位：百万円) 
 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 22,705 △    1,247 21,458 115,067 

会計方針の変更による 
累積的影響額 

   24 

会計方針の変更を反映 
した当期首残高 

22,705 △    1,247 21,458 115,092 

当期変動額     

剰余金の配当    △     875 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

    

別途積立金の積立     

当期純利益    3,229 

自己株式の取得    △      5 

自己株式の処分    0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

△    1,129 584 △     545 △     545 

当期変動額合計 △    1,129 584 △     545 1,803 

当期末残高 21,576 △     662 20,913 116,895 
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個別注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っておりま

す。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法)、

子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算

日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま

す。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建 物     ３年～50年 

  その他     ３年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建の資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指

針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成24年７月４日）に規定す

る正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去

の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻

先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に

見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の

約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシ

ュ・フロー見積法）により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。 
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(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算

定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付

算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであ

ります。 

数理計算上の差異： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

(10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業

年度から損益処理 

(4) 執行役員退職慰労引当金 

執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員

に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる

額を計上しております。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求

に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上して

おります。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢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）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ

有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預

金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピ

ングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについ

ては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をし

ております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢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）に規定する繰延ヘッジによってお

ります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ

対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在する

ことを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、｢消費税等」という｡）の会計処理は、税抜方式によってお

ります。ただし、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上して

おります。 
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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｡）を当事業年度から適用し、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、当事業年度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負債の額と、前事業年度末の繰延税金負債

の額との差額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加算しております。  

この結果、当事業年度の期首において、繰延税金負債が24百万円減少し、繰越利益剰余金

が同額増加しております。 

当事業年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰

越利益剰余金の期首残高は24百万円増加しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式総額     1,991百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は453百万円、延滞債権額は18,071百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか

った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、｢未収利息不計上貸出金」という｡）のう

ち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は823百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は19,348百万円であります。 

なお、上記２．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、｢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）に基づき金融取引と

して処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担

保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,755百万円で

あります。 

６．ローン・パーティシペーションで、｢ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」

(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づいて、原債務者

に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、2,007百万円

であります。 
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 117,739百万円

その他の資産 55百万円

担保資産に対応する債務 

預金 6,805百万円

債券貸借取引受入担保金 12,104百万円

借用金 53,000百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券21,438百万円を差し入れておりま

す。 

また、その他の資産には、保証金551百万円及び敷金567百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金

を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、280,098

百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可

能なものが248,160百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、

当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項

が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴

求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必

要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額     18,898百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額         678百万円 

11．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借

入金1,000百万円が含まれております。 

12．｢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

に対する当行の保証債務の額は23,465百万円であります。 

13．関係会社に対する金銭債権総額      6,719百万円 

14．関係会社に対する金銭債務総額      6,993百万円 
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(損益計算書関係) 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 19百万円

役務取引等に係る収益総額 116百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 18百万円

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 0百万円

役務取引等に係る費用総額 216百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 486百万円

 

２．｢減損損失」は、廃止の決定及び営業キャッシュ・フローの低下がみられる営業用店舗等に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

三重県内 営業用店舗１か所 

建物、リース資産、 

その他の有形固定資産 

及びその他の無形固定資産 

18百万円 

  (うち建物          13百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産   4百万円)

  (うちその他の無形固定資産   0百万円)

 共用資産１か所 
その他の有形固定資産及び 

ソフトウェア 
99百万円 

  (うちその他の有形固定資産   0百万円)

  (うちソフトウェア      99百万円)

三重県外 営業用店舗２か所 
建物、リース資産及び 

その他の有形固定資産 
23百万円 

  (うち建物          17百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産   5百万円)

合 計   141百万円 

  (うち建物          31百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産  10百万円)

  (うちソフトウェア      99百万円)

  (うちその他の無形固定資産   0百万円)

 

当行は、営業用店舗については、店舗単位のキャッシュ・フローが相互補完的であるエリ

ア単位で、移転、廃止予定資産及び遊休資産については、各資産単位でグルーピングしてお

ります。また、本部、事務センター、寮、社宅等については、独立したキャッシュ・フロー

を生み出さないことから共用資産としております。 

なお、当事業年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、

正味売却価額は主として不動産鑑定評価基準等に基づき算定しております。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
(単位：千株) 

 
 

当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
末株式数 

摘 要 

自己株式      

 普通株式 174 7 162 19 (注) １、２、３ 
 
(注) １．平成28年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。 

２. 普通株式の増加７千株のうち、株式併合前に行った単元未満株式の買取請求による増加は５千
株、株式併合後に行った単元未満株式の買取請求による増加は１千株、株式併合に伴う割当端
数株式の買取りによる増加は０千株であります。 

３. 普通株式の減少162千株のうち、株式併合前に行った単元未満株式の買増請求による減少は０
千株、株式併合後に行った単元未満株式の買増請求による減少は０千株、株式併合による減少
は161千株であります。 

 

(有価証券関係) 

 貸借対照表の「国債」｢地方債」｢社債」｢株式」｢その他の証券」のほか、｢商品有価証券」が

含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成29年３月31日現在） 
 当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △ 0 

 

２．満期保有目的の債券（平成29年３月31日現在） 

 種 類 
貸借対照表 

計上額（百万円） 
時 価 

（百万円） 
差 額 

（百万円） 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 5,000 5,119 119 

 外国債券 5,000 5,119 119 

 その他 ― ― ― 

小 計 5,000 5,119 119 

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ―  

その他 ― ― ― 

小 計 ― ― ― 

合  計 5,000 5,119 119 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成29年３月31日現在） 

該当ございません。 
 
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 1,991 

関連法人等株式 ― 

合 計 1,991 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 
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４．その他有価証券（平成29年３月31日現在） 

 種 類 
貸借対照表 

計上額（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差 額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
が取得原価を超える 

もの 

株式 43,122 19,355 23,766 

債券 225,032 221,971 3,061 

 国債 102,875 101,278 1,597 

 地方債 74,435 73,773 662 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 47,722 46,919 802 

その他 65,344 59,496 5,847 

 外国債券 45,229 42,580 2,648 

 その他 20,114 16,916 3,198 

小 計 333,499 300,824 32,675 

貸借対照表計上額 
が取得原価を超えない 

もの 

株式 1,707 1,825 △ 117 

債券 26,377 26,527 △ 149 

 国債 ― ― ― 

 地方債 11,278 11,338 △ 59 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 15,098 15,188 △ 89 

その他 74,208 75,921 △ 1,713 

 外国債券 39,365 39,782 △ 416 

 その他 34,842 36,138 △ 1,296 

小 計 102,293 104,274 △ 1,980 

合  計 435,792 405,098 30,694 

 
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額（百万円） 

株式 794 

その他 1,334 

合 計 2,128 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 2,165 417 27 

債券 7,568 5 ― 

 国債 7,487 4 ― 

 地方債 ― ― ― 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 80 0 ― 

その他 16,098 469 241 

 外国債券 4,130 130 ― 

 その他 11,968 338 241 

合  計 25,831 892 269 
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６．減損処理を行った有価証券  

売買目的有価証券以外の有価証券（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、当該時価をもって貸借対照表計上額とす

るとともに、評価差額を当事業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。 

当事業年度における減損処理額は41百万円（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。 

 

(金銭の信託関係) 

 該当ございません。 
 

(税効果会計関係) 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりでありま

す。 

繰延税金資産 

貸倒引当金 1,132百万円

減価償却 452 

繰延ヘッジ損益 286 

退職給付引当金 248 

有価証券減損処理 243 

その他 706 

繰延税金資産小計 3,070 

評価性引当額 △  853 

繰延税金資産合計 2,217 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △ 9,118 

前払年金費用 △ 1,064 

その他 △   20 

繰延税金負債合計 △ 10,203 

繰延税金負債の純額 △ 7,985百万円
 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 8,682円 59銭

１株当たりの当期純利益金額 239円 82銭
(注) 平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、当事業年度

の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益
金額を算定しております。 

 

(企業結合等関係) 

 連結注記表（企業結合等関係）における記載事項と同一であるため、記載しておりません。 
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連結計算書類 

 

連結計算書類の作成方針 

 

 子会社及び子法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて

おります。 

 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等     ５社 

三重銀総合リース株式会社 

株式会社三重銀カード 

三重銀信用保証株式会社 

三重銀コンピュータサービス株式会社 

株式会社三重銀総研 

なお、三重銀ビジネスサービス株式会社は、清算により除外しております。 

 

② 非連結の子会社及び子法人等 

該当ございません。 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

該当ございません。 

 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

 ３月末日     ５社 

 

(4) 開示対象特別目的会社に関する事項 

該当ございません。 

 

(5) のれんの償却に関する事項 

該当ございません。 
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第205期末（平成29年３月31日現在）連結貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 
科目 金額 科目 金額 

(資産の部) 

現金預け金 

コールローン及び買入手形 

買入金銭債権 

商品有価証券 

有価証券 

貸出金 

外国為替 

その他資産 

有形固定資産 

建物 

土地 

リース資産 

建設仮勘定 

その他の有形固定資産 

無形固定資産 

ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

退職給付に係る資産 

繰延税金資産 

支払承諾見返 

貸倒引当金 

 

103,835 

3,527 

3,466 

72 

443,715 

1,375,057 

2,268 

28,645 

10,768 

5,439 

3,506 

2 

196 

1,622 

2,553 

2,336 

216 

3,693 

289 

8,557 

△ 5,264 

(負債の部) 

預金 

譲渡性預金 

債券貸借取引受入担保金 

借用金 

外国為替 

その他負債 

賞与引当金 

退職給付に係る負債 

執行役員退職慰労引当金 

睡眠預金払戻損失引当金 

繰延税金負債 

支払承諾 

 

1,653,833 

99,400 

12,104 

60,393 

4 

15,984 

573 

182 

61 

163 

8,132 

8,557 

負債の部合計 1,859,390 

(純資産の部) 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

自己株式 

株主資本合計 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

退職給付に係る調整累計額 

その他の包括利益累計額合計 

非支配株主持分 

 

15,295 

11,437 

72,949 

△ 61 

99,621 

21,797 

△ 662 

118 

21,252 

920 

純資産の部合計 121,795 

資産の部合計 1,981,186 負債及び純資産の部合計 1,981,186 
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第205期 ( 
平成28年４月１日から 

) 連結損益計算書 
平成29年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 
科目 金額 

経常収益  32,721 

資金運用収益 17,627  

貸出金利息 14,043  

有価証券利息配当金 3,453  

コールローン利息及び買入手形利息 23  

預け金利息 64  

その他の受入利息 42  

役務取引等収益 6,226  

その他業務収益 1,776  

その他経常収益 7,091  

貸倒引当金戻入益 190  

償却債権取立益 0  

その他の経常収益 6,901  

経常費用  27,790 

資金調達費用 1,624  

預金利息 711  

譲渡性預金利息 48  

債券貸借取引支払利息 12  

借用金利息 164  

その他の支払利息 688  

役務取引等費用 1,757  

その他業務費用 113  

営業経費 19,055  

その他経常費用 5,239  

その他の経常費用 5,239  

経常利益  4,931 

特別利益  105 

固定資産処分益 1  

移転補償金 104  

特別損失  246 

固定資産処分損 104  

減損損失 141  

税金等調整前当期純利益  4,789 

法人税、住民税及び事業税 1,380  

法人税等調整額 △ 160  

法人税等合計  1,220 

当期純利益  3,569 

非支配株主に帰属する当期純利益  20 

親会社株主に帰属する当期純利益  3,548 
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第205期 ( 
平成28年４月１日から 

) 連結株主資本等変動計算書 
平成29年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 15,295 11,388 70,249 △    56 96,876 

会計方針の変更による 
累積的影響額 

  27  27 

会計方針の変更を反映 
した当期首残高 

15,295 11,388 70,276 △    56 96,903 

当期変動額      

剰余金の配当   △   875  △    875 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  3,548  3,548 

自己株式の取得    △     5 △     5 

自己株式の処分   △    0 0 0 

連結子会社株式の取得 
による持分の増減 

 49   49 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

     

当期変動額合計  49 2,673 △     4 2,717 

当期末残高 15,295 11,437 72,949 △    61 99,621 

 
(単位：百万円) 

 

その他の包括利益累計額 
非支配 
株主持分 

純資産合計 その他有価 
証券評価 
差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

退職給付に 
係る調整 
累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 22,898 △ 1,247 △  183 21,468 945 119,290 

会計方針の変更による 
累積的影響額 

    0 28 

会計方針の変更を反映 
した当期首残高 

22,898 △ 1,247 △  183 21,468 946 119,319 

当期変動額       

剰余金の配当      △  875 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

     3,548 

自己株式の取得      △   5 

自己株式の処分      0 

連結子会社株式の取得 
による持分の増減 

     49 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

△ 1,101 584 301 △  215 △   26 △  241 

当期変動額合計 △ 1,101 584 301 △  215 △   26 2,476 

当期末残高 21,797 △  662 118 21,252 920 121,795 
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連結注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っており

ます。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法)、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物   ３年～50年 

 その他   ３年～20年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、当行及び連結される子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づい

て償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 

｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指

針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 平成24年７月４日）に規定す

る正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去

の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻

先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に

見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の

約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシ

ュ・フロー見積法）により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。 

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して

必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 
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(6) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

(7) 執行役員退職慰労引当金の計上基準 

執行役員退職慰労引当金は、当行の執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執

行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると

認められる額を計上しております。 

(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求

に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上して

おります。 

(9) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ

せる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処

理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連

結会計年度から損益処理 

なお、連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しており

ます。 

(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建の資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(11)リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日

前に開始する連結会計年度に属するものについては、貸手側において、平成20年３月31日

における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）を取得価額としてリース投

資資産を計上しており、利息相当額の総額を残存リース期間中の各期に定額で配分してお

ります。これにより、リース取引を主たる事業とする連結される子会社において、原則的

な処理を行った場合と比べた影響額は軽微であります。 

(12)重要なヘッジ会計の方法 

① 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢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）に規定する繰延ヘッジによっており

ます。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ

ジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固

定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証に

より有効性の評価をしております。 

② 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法

は、｢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）に規定する繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の

為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッ

ジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジシ

ョン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
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(13)消費税等の会計処理 

当行及び連結される子会社の消費税及び地方消費税（以下、｢消費税等」という｡）の会

計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上して

おります。 

(14)その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

収益及び費用の計上基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受

取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。 

 

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｡）を当連結会計年度から適用し、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、当連結会計年度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、当連結会計年度の期首の利益剰

余金及び非支配株主持分に加算しております。 

 この結果、当連結会計年度の期首において、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、非支配株主持分が０百万円増加してお

ります。 

 当連結会計年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計

算書の利益剰余金の期首残高は27百万円、非支配株主持分の期首残高は０百万円それぞれ増

加しております。 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は465百万円、延滞債権額は18,494百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか

った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、｢未収利息不計上貸出金」という｡）のう

ち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は823百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は19,783百万円であります。 

なお、上記１．から３．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

４．手形割引は、｢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）に基づき金融取引と

して処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担

保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,755百万円で

あります。 

５．ローン・パーティシペーションで、｢ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」

(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づいて、原債務者

に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、2,007百

万円であります。 
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６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

 有価証券         117,739百万円 

 その他資産          55百万円 

担保資産に対応する債務 

 預 金           6,805百万円 

 債券貸借取引受入担保金  12,104百万円 

 借用金          53,000百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券21,438百万円を差し入れておりま

す。 

また、その他資産には、金融商品等差入担保金1,626百万円、保証金566百万円及び敷金567

百万円が含まれております。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金

を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、285,619

百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可

能なものが253,681百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行及び連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他

相当の事由があるときは、当行及び連結される子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時にお

いて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保

全上の措置等を講じております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額   19,540百万円 

９．有形固定資産の圧縮記帳額       678百万円 

10．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借

入金1,000百万円が含まれております。 

11．｢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は23,465百万円であります。 

 

  



104 

(連結損益計算書関係) 

１．｢その他の経常費用」には、貸出金償却46百万円、株式等償却74百万円及び株式等売却損

156百万円を含んでおります。 

２．｢減損損失」は、廃止の決定及び営業キャッシュ・フローの低下がみられる営業用店舗等に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。 

 

地域 主な用途 種類 減損損失 

三重県内 営業用店舗１か所 

建物、リース資産、 

その他の有形固定資産 

及びその他の無形固定資産 

18百万円 

  (うち建物          13百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産   4百万円)

  (うちその他の無形固定資産   0百万円)

 共用資産１か所 
その他の有形固定資産及び 

ソフトウェア 
99百万円 

  (うちその他の有形固定資産   0百万円)

  (うちソフトウェア      99百万円)

三重県外 営業用店舗２か所 
建物、リース資産及び 

その他の有形固定資産 
23百万円 

  (うち建物          17百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産   5百万円)

合 計   141百万円 

  (うち建物          31百万円)

  (うちリース資産        0百万円)

  (うちその他の有形固定資産  10百万円)

  (うちソフトウェア      99百万円)

  (うちその他の無形固定資産   0百万円)

 

当行は、営業用店舗については、店舗単位のキャッシュ・フローが相互補完的であるエリ

ア単位で、移転、廃止予定資産及び遊休資産については、各資産単位でグルーピングしてお

ります。また、本部、事務センター、寮、社宅等については、独立したキャッシュ・フロー

を生み出さないことから共用資産としております。 

連結される子会社については、各社を一つのグループとして、各社毎にグルーピングして

おります。 

なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額で

あり、正味売却価額は主として不動産鑑定評価基準等に基づき算定しております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 
(単位：千株) 

 
 

当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度
減少株式数 

当連結会計 
年度末株式数 

摘 要 

発行済株式      

 普通株式 134,830 ― 121,347 13,483 (注) １，２ 

自己株式      

 普通株式 174 7 162 19 (注) １，３，４ 
 
(注) １．平成28年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。 

２. 普通株式の発行済株式の減少121,347千株は、株式併合によるものであります。 
３. 普通株式の自己株式の増加７千株のうち、株式併合前に行った単元未満株式の買取請求による

増加は５千株、株式併合後に行った単元未満株式の買取請求による増加は１千株、株式併合に
伴う割当端数株式の買取による増加は０千株であります。 

４. 普通株式の自己株式の減少162千株のうち、株式併合前に行った単元未満株式の買増請求によ
る減少は０千株、株式併合後に行った単元未満株式の買増請求による減少は０千株、株式併合
による減少は161千株であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 
 

(決議) 
株式の種類 配当金の総額 

１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成28年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 437百万円 3.25円 平成28年３月31日 平成28年６月27日 

平成28年11月11日 
取締役会 

普通株式 437百万円 3.25円 平成28年９月30日 平成28年12月９日 

合 計  875百万円    

(注) 平成28年11月11日取締役会決議の１株当たり配当額については、基準日が平成28年９月30日である
ため、平成28年10月１日付の株式併合は加味しておりません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末

日後となるもの 

平成29年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案しております。 

①配当金の総額 437,555,625円 

②１株当たり配当額 32.50円 

③基準日 平成29年３月31日 

④効力発生日 平成29年６月26日 

なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。 

 

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは貸出業務、預金業務、有価証券投資業務等の銀行業務を中核業務と位置

づけております。これらの業務を行うため、市場の状況や長期・短期のバランス等を考慮

したうえで、必要に応じて借用金等による資金調達も行っております。 

当行グループでは、これらの業務に係る様々なリスクを総体的に把握するため、資産及

び負債の総合的管理（ALM）を行っております。また、デリバティブ取引によるリスクヘッ

ジを適宜実施する等、リスクが自己資本に照らして質・量ともに適切な水準となるようコ

ントロールし、経営の健全性の確保に努めております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金で

あり、顧客の財務状況の悪化等により、貸出金の元本や利息の回収が困難となる信用リス

クに晒されております。また、債券、株式、投資信託等の有価証券を保有しており、金利、

為替、株価等の市場価格の変動により、資産価値が減少する市場リスクや、発行体の財務
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状況の悪化等により、元本の償還やクーポンの受取りが困難となる信用リスクに晒されて

おります。 

一方、当行グループが保有する金融負債は、預金や借用金等であり、貸出金等の金融資

産の運用金利とこれらの調達金利との金利差が、市場金利の変動により縮小し、当行グル

ープの業績に悪影響を与える金利リスクに晒されております。そのほか、資金調達に係る

リスクとして、市場環境の悪化等により、必要な資金が確保できず、資金繰りが悪化する

流動性リスクがあります。 

デリバティブ取引には金利スワップ取引があります。当行グループでは、金利スワップ

取引を貸出金に係る金利リスクに対するヘッジ手段として、ヘッジ会計を適用しておりま

す。これらのヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象である貸

出金とヘッジ手段である金利スワップ取引双方の理論価格の算定に影響を与える市場金利

の変動幅の累計を比較し、ヘッジの有効性を評価しております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「信用リスク

管理に関する基本方針」等に基づき、貸出金に対する信用リスクを管理しております。

具体的には、審査部において、クレジット・ポリシーに基づき、大口与信案件、与信残

高、貸出金利、倒産・延滞状況等について経営陣に報告し、与信ポートフォリオ管理を

行っております。また、大口与信先に対する与信管理を厳正に行うため、一定の金額 

(クレジットライン）を設定し、クレジットラインを超える大口与信先に対しては、定期

的に経営陣が関与して与信方針を見直しております。与信構成比率の高い特定の業種に

ついては、｢業種別ウォッチ額」を設定し、ウォッチ額と毎月末の業種別残高を比較する

こと等により、業種集中管理を行っております。さらに、監査部において、自己査定や

償却・引当状況の監査を行っており、適切な与信管理に努めております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク

に関しては、市場金融部において、信用情報や時価を定期的に把握するとともに、信用

度に応じて限度額を設定し、リスクの集中を回避しております。 

② 市場リスクの管理 

イ．金利リスクの管理 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「金利リス

ク管理に関する基本方針」等に基づき、リスク管理会議において実施状況の把握・確

認、今後の対応等を適宜協議しております。具体的には、総合企画部において、金融

資産及び金融負債の運用、調達金利や期間を把握し、ギャップ分析や金利感応度分析

等を行っており、定期的に経営陣に報告しております。なお、貸出金に係る金利リス

クをコントロールするために金利スワップ取引を行っております。 

ロ．為替リスクの管理 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「市場リス

ク管理に関する基本方針」等に基づき、為替リスクを管理しております。具体的には、

直先総合持高の極度額を設定し、市場金融部において日次での遵守状況の確認等ポジ

ション管理を行っております。なお、直先総合持高の極度額の遵守状況については、

定期的に経営陣に報告しております。 

ハ．価格変動リスクの管理 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「市場リス

ク管理に関する基本方針」等に基づき、有価証券に係る価格変動リスクを管理してお

ります。具体的には、有価証券への投資について、価格変動リスクに関する各種極度

額を設定し、市場金融部において日次での遵守状況を確認し、適切なポートフォリオ

の構築に努めております。なお、各種極度額の遵守状況については、定期的に経営陣

に報告しております。 

  



107 

ニ．デリバティブ取引 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「市場リス

ク管理に関する基本方針」等に基づき、デリバティブ取引によって生じる市場リスク

を管理しております。具体的には、市場リスクに関する各種極度額を設定し、市場金

融部において日次での遵守状況を確認しております。なお、各種極度額の遵守状況に

ついては、定期的に経営陣に報告しております。 

ホ．市場リスクに係る定量的情報 

当行グループにおいて、市場リスクを抱える主たる金融商品は、｢有価証券｣、｢貸出

金｣、｢預金｣、｢譲渡性預金｣、｢借用金｣、｢デリバティブ取引」であります。これらの

市場リスクについては、VaR（予想 大損失額）による定量化（保有期間 債券60営業

日、純投資株式10営業日、政策投資株式120営業日、投資信託60営業日、預貸金等240

営業日、対顧客デリバティブ取引10営業日、信頼区間99％、観測期間５年）を行って

おります。平成29年３月31日現在のVaRは、全体で30,492百万円であります。 

なお、当行グループでは、モデルが算出するVaRと実際の損益との比較等によるバッ

ク・テスティングを実施し、使用しているVaRモデルが適正に市場リスクを算出してい

ることを確認しております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出し

た一定の発生確率での市場リスク量であり、通常では考えられないほど市場環境が激

変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、取締役会において決定された「リスク管理規定｣、及び「流動性リス

ク管理に関する基本方針」等に基づき、流動性リスクを管理しています。具体的には、

流動性準備量の 低確保額を設定し、市場金融部において日次での遵守状況を確認のう

え、経営陣に報告するとともに、営業店間との連絡を密にすることで、資金動向の日次

での正確な把握に努めております。また、万一の資金逼迫時を想定し、緊急事態にも金

融市場においていつでも資金調達ができる体制を構築しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表に

は含めておりません（(注２）参照)。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目に

ついては記載を省略しております。 
(単位：百万円) 

 
 

連結貸借対照表 
計上額 

時 価 差 額 

(1) 現金預け金 103,835 103,835 ― 
(2) 有価証券 

満期保有目的の債券 
その他有価証券 

 
5,000 

436,563 

 
5,119 

436,563 

 
119 
― 

(3) 貸出金 
貸倒引当金（*1） 

1,375,057 
△4,291 

  

 1,370,765 1,374,022 3,257 

資産計 1,916,164 1,919,541 3,376 

(1) 預金 1,653,833 1,653,857 23 

(2) 譲渡性預金 99,400 99,400 ― 

(3) 借用金 60,393 60,350 △42 

負債計 1,813,626 1,813,608 △18 

デリバティブ取引（*2）    

 ヘッジ会計が適用されていないもの 2,726 2,726 ― 

 ヘッジ会計が適用されているもの (949) (949) ― 

デリバティブ取引計 1,776 1,776 ― 
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(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、( ）で表示しております。 

 

(注１) 金融商品の時価の算定方法 
資 産 
(1) 現金預け金 
 預け金については、満期のないもの又は預入期間が短期間（１年以内）のものであり、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 
 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、保有目的ごとの有価証券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 
 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
は連結決算日における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。 

 
負 債 
(1) 預金、及び(2)譲渡性預金 
 要求払預金については、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。 

(3) 借用金 
 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、当行及び連結される子
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。 

 

デリバティブ取引 
 デリバティブ取引は、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ております。 

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報の「資産 (2)その他有価証券」には含まれておりません。 
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(単位：百万円) 
 

区   分 連結貸借対照表計上額 

①非上場株式 (*1) (*2) 817 

②組合出資金 (*3) 1,334 

合  計 2,151 

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。 

(*2) 当連結会計年度において、非上場株式について32百万円減損処理を行なっております。 
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

(有価証券関係) 

 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成29年３月31日現在） 
 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △ 0 

 

２．満期保有目的の債券（平成29年３月31日現在） 

 種 類 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時 価 
（百万円） 

差 額 
（百万円） 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 5,000 5,119 119 

 外国債券 5,000 5,119 119 

 その他 ― ― ― 

小 計 5,000 5,119 119 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ―  

その他 ― ― ― 

小 計 ― ― ― 

合  計 5,000 5,119 119 
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３．その他有価証券（平成29年３月31日現在） 

 種類 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
が取得原価を超える 

もの 

株式 43,893 19,614 24,278 

債券 225,032 221,971 3,061 

 国債 102,875 101,278 1,597 

 地方債 74,435 73,773 662 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 47,722 46,919 802 

その他 65,344 59,496 5,847 

 外国債券 45,229 42,580 2,648 

 その他 20,114 16,916 3,198 

小計 334,270 301,082 33,187 

連結貸借対照表計上額 
が取得原価を超えない 

もの 

株式 1,707 1,825 △117 

債券 26,377 26,527 △149 

 国債 ― ― ― 

 地方債 11,278 11,338 △59 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 15,098 15,188 △89 

その他 74,208 75,921 △1,713 

 外国債券 39,365 39,782 △416 

 その他 34,842 36,138 △1,296 

小計 102,293 104,274 △1,980 

合計 436,563 405,357 31,206 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31

日） 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 2,252 475 27 

債券 7,568 5 ― 

 国債 7,487 4 ― 

 地方債 ― ― ― 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 80 0 ― 

その他 16,098 469 241 

 外国債券 4,130 130 ― 

 その他 11,968 338 241 

合  計 25,918 950 269 

 

５．減損処理を行った有価証券  

売買目的有価証券以外の有価証券（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、当該時価をもって連結貸借対照表計上額

とするとともに、評価差額を当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。 

当連結会計年度における減損処理額は、41百万円（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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(金銭の信託関係) 

該当ございません。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 8,978円 11銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 263円 55銭
(注) 平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、当連結会計

年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、１株当たりの純資産額及び１株当たりの親会社
株主に帰属する当期純利益金額を算定しております。 

 

(企業結合等関係) 

共通支配下の取引等 

連結される子会社による自己株式の取得 

１．取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 
結合当事企業の名称 事業の内容 

三重銀信用保証株式会社 信用保証業 

(2) 企業結合日 

平成28年９月２日 

(3) 企業結合の法的形式 

連結される子会社からの株式買取 

(4) 結合後企業の名称 

名称に変更はありません。 

(5) その他取引の概要に関する事項 

資本構成見直しによるグループ経営のガバナンスの強化を目的として、連結される子会

社が保有する株式を買取したものであります。 
 

２．実施した会計処理の概要 

｢企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25

年９月13日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。 

 

３．自己株式の取得に関する事項 

取得原価及びその内訳 

連結される子会社の取得原価は普通株式の取得価額905百万円でありますが、連結会社相互

間の取引であり、全額を相殺消去しております。 
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独立監査人の監査報告書 

 
平成29年５月10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 𣳾 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、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、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日までの第205期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

 

計算書類等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企業会計の基準に準拠して計算書類

及びその附属明細書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

表示のない計算書類及びその附属明細書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監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見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

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附

属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討

することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

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 
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独立監査人の監査報告書 

 
平成29年５月10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 𣳾 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、会社法第444条第４項の規定に基づき、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連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

 

連結計算書類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企業会計の基準に準拠して連結計算

書類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連結

計算書類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監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す

る意見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監査の基

準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。 

 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社三重銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

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 

 
  



114 

 
監査報告書 

 

 当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第205期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。 

 

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の

方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び営業店において業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、全ての

子会社に赴き、事業の報告を受け、その業務及び財産の状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行

規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備

されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

２. 監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

   平成29年５月11日 

株式会社三重銀行 監査役会 
 

常 勤 監 査 役   山 口 元 弘 ㊞

常 勤 監 査 役   前 川 栄 治 ㊞

社 外 監 査 役   古 川 典 明 ㊞

社 外 監 査 役   伊 藤 雄 二 ㊞

社 外 監 査 役   吉  田  す み 江 ㊞
 

 


