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２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 
第91期 

第１四半期 
累計期間 

第92期 
第１四半期 
累計期間 

第91期 

会計期間 

(自 平成23年
 ４月１日

至 平成23年
 ６月30日)

(自 平成24年
 ４月１日

至 平成24年
 ６月30日)

(自 平成23年
 ４月１日

至 平成24年
 ３月31日)

経常収益 百万円 3,396 2,611 11,395

経常利益 百万円 864 321 1,404

四半期純利益 百万円 552 225 ―

当期純利益 百万円 ― ― 568

持分法を適用した場合の
投資利益 

百万円 ― ― ―

資本金 百万円 2,500 2,500 2,500

発行済株式総数 千株 27,371 27,371 27,371

純資産額 百万円 18,948 20,995 21,060

総資産額 百万円 481,104 481,340 468,311

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 20.37 8.30 ―

１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― 20.96

潜在株式調整後１株 
当たり四半期純利益金額 

円 ― ― ―

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

円 ― ― ―

１株当たり配当額 円 ― ― 5.00

自己資本比率 ％ 3.93 4.36 4.49

(注) １．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。 

２．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

３．当行は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載はしておりません。 

４．「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

５．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期財務諸表」の「１株当たり

情報」に記載しております。 

６．「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。 

 

 

２ 【事業の内容】 

当第１四半期累計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。ま

た、関係会社については、該当ありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

① 経営成績の分析 

当第１四半期累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、その他業務収益の減少等を主因に

前年同期比７億８５百万円減少し２６億１１百万円となりました。 

一方、経常費用は、その他経常費用の減少等を主因に前年同期比２億４３百万円減少し２２億８９

百万円となりました。 

その結果、経常利益は前年同期比５億４３百万円減少の３億２１百万円となり、四半期純利益につ

きましても、前年同期比３億２７百万円減少の２億２５百万円となりました。 

② 財政状態の分析 

（主要勘定の状況） 

当第１四半期末の主要勘定残高につきましては、預金及び譲渡性預金は、前事業年度末比１９７億

６０百万円増加の４，５４９億８２百万円となりました。貸出金につきましては、前事業年度末比２

９億６４百万円減少の３，３７０億５９百万円となりました。有価証券につきましては、前事業年度

末比６３億円増加の９８９億９９百万円となりました。 

（資産、負債および純資産の状況） 

資産につきましては、コールローンや有価証券等の増加により、前事業年度末比１３０億２９百万

円増加の４，８１３億４０百万円となりました。 

負債につきましては、預金等の増加により前事業年度末比１３０億９３百万円増加の４，６０３億

４４百万円となりました。 

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少等により前事業年度末比６５百万円減少

の２０９億９５百万円となりました。 
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国内・国際業務部門別収支 

(業績説明) 

国内業務部門では、資金運用収支は2,184百万円、役務取引等収支は44百万円、その他業務収支は

0百万円となり、国際業務部門では、資金運用収支は6百万円、役務取引等収支は0百万円、その他業

務収支は1百万円となりました。 

合計では、資金運用収支は2,191百万円、役務取引等収支は44百万円、その他業務収支は1百万円

となりました。 

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

資金運用収支 
前第１四半期累計期間 2,251 20 2,271

当第１四半期累計期間 2,184 6 2,191

 うち資金運用収益 
前第１四半期累計期間 2,443 25 

5
2,464

当第１四半期累計期間 2,357 9 
2

2,363

 うち資金調達費用 
前第１四半期累計期間 192 5 

5
192

当第１四半期累計期間 172 2 
2

172

役務取引等収支 
前第１四半期累計期間 37 0 37

当第１四半期累計期間 44 0 44

 うち役務取引等収益 
前第１四半期累計期間 216 1 217

当第１四半期累計期間 233 1 235

 うち役務取引等費用 
前第１四半期累計期間 178 1 179

当第１四半期累計期間 189 1 190

その他業務収支 
前第１四半期累計期間 700 0 701

当第１四半期累計期間 0 1 1

 うちその他業務収益 
前第１四半期累計期間 700 0 701

当第１四半期累計期間 0 1 1

 うちその他業務費用 
前第１四半期累計期間 ― ― ―

当第１四半期累計期間 ― ― ―

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。 

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借

の利息であります。 
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国内・国際業務部門別役務取引の状況 

(業績説明) 

役務取引等収益は、235百万円となりました。 

役務取引等費用は、190百万円となりました。 

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

役務取引等収益 
前第１四半期累計期間 216 1 217

当第１四半期累計期間 233 1 235

 うち預金・貸出業務 
前第１四半期累計期間 23 ― 23

当第１四半期累計期間 27 ― 27

 うち為替業務 
前第１四半期累計期間 88 1 89

当第１四半期累計期間 88 1 90

 うち証券関連業務 
前第１四半期累計期間 18 ― 18

当第１四半期累計期間 21 ― 21

 うち代理業務 
前第１四半期累計期間 16 ― 16

当第１四半期累計期間 20 ― 20

 うち保護預り 
貸金庫業務 

前第１四半期累計期間 20 ― 20

当第１四半期累計期間 20 ― 20

 うち保証業務 
前第１四半期累計期間 0 ― 0

当第１四半期累計期間 0 ― 0

役務取引等費用 
前第１四半期累計期間 178 1 179

当第１四半期累計期間 189 1 190

 うち為替業務 
前第１四半期累計期間 21 1 22

当第１四半期累計期間 20 1 22

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。 
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国内・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

預金合計 
前第１四半期会計期間 439,672 118 439,790

当第１四半期会計期間 449,348 167 449,515

 うち流動性預金 
前第１四半期会計期間 154,547 105 154,652

当第１四半期会計期間 160,271 154 160,426

 うち定期性預金 
前第１四半期会計期間 282,070 13 282,083

当第１四半期会計期間 288,378 12 288,391

 うちその他 
前第１四半期会計期間 3,055 ― 3,055

当第１四半期会計期間 698 ― 698

譲渡性預金 
前第１四半期会計期間 5,550 ― 5,550

当第１四半期会計期間 5,466 ― 5,466

総合計 
前第１四半期会計期間 445,222 118 445,340

当第１四半期会計期間 454,814 167 454,982

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況(残高・構成比) 

 

業種別 
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 335,209 100.00 337,059 100.00

 製造業 18,702 5.58 18,795 5.58

 農業，林業 149 0.04 176 0.05

 漁業 233 0.07 132 0.04

 鉱業，採石業，砂利採取業 1,774 0.53 1,639 0.49

 建設業 38,305 11.43 37,875 11.24

 電気・ガス・熱供給・水道業 2,437 0.73 4,837 1.44

 情報通信業 3,705 1.10 3,833 1.14

 運輸業，郵便業 12,810 3.82 11,541 3.42

 卸売業，小売業 36,191 10.80 35,405 10.50

 金融業，保険業 13,671 4.08 12,357 3.67

 不動産業，物品賃貸業 63,071 18.82 65,305 19.37

 各種サービス業 49,344 14.72 49,258 14.61

 地方公共団体 11,704 3.49 14,127 4.19

 その他 83,105 24.79 81,775 24.26

国際業務部門 ― ― ― ―

 製造業 ― ― ― ―

 農業，林業 ― ― ― ―

 漁業 ― ― ― ―

 鉱業，採石業，砂利採取業 ― ― ― ―

 建設業 ― ― ― ―

 電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―

 情報通信業 ― ― ― ―

 運輸業，郵便業 ― ― ― ―

 卸売業，小売業 ― ― ― ―

 金融業，保険業 ― ― ― ―

 不動産業，物品賃貸業 ― ― ― ―

 各種サービス業 ― ― ― ―

 地方公共団体 ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ―

合計 335,209 ―― 337,059 ―― 

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引であります。国際業務部門は国内店の外貨建取引で、該当はありません。 

   

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第１四半期累計期間において、当行が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

 

(3) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成24年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容 

普通株式 27,371,605 同左 福岡証券取引所 

権利内容に何ら限定のない
当行における標準となる株
式で、単元株式数は1,000株
であります。 

計 27,371,605 同左 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。  

 

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成24年４月１日～ 
平成24年６月30日 

― 27,371 ― 2,500,000 ― 1,203,777

 

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認で

きないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株

主名簿による記載をしております。 

① 【発行済株式】 

平成24年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式    269,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,849,000 26,849 ― 

単元未満株式 普通株式   253,605 ― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 27,371,605 ― ― 

総株主の議決権 ― 26,849 ― 

(注) １. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれて

おります。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれており

ます。 

２．「単元未満株式」には、当行所有の自己株式121株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成24年６月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社福岡中央銀行 

福岡市中央区大名二丁目 
12番１号 

269,000 ― 269,000 0.98

計 ― 269,000    ― 269,000 0.98

 

 

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 
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第４ 【経理の状況】 

１．当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年

内閣府令第63号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、

「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(自平成24年４月

１日 至平成24年６月30日)及び第１四半期累計期間(自平成24年４月１日 至平成24年６月30日)に係

る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。 

  

３．当行は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

   

 



１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

現金預け金 21,916 17,328

コールローン － 14,500

買入金銭債権 0 －

有価証券 92,699 98,999

貸出金 ※1  340,023 ※1  337,059

外国為替 146 159

その他資産 1,753 1,607

有形固定資産 13,822 13,756

無形固定資産 136 134

繰延税金資産 962 1,033

支払承諾見返 229 242

貸倒引当金 △3,378 △3,481

資産の部合計 468,311 481,340

負債の部   

預金 429,378 449,515

譲渡性預金 5,843 5,466

借用金 7,000 －

外国為替 8 －

その他負債 2,168 2,563

役員退職慰労引当金 197 131

睡眠預金払戻損失引当金 110 110

再評価に係る繰延税金負債 2,314 2,314

支払承諾 229 242

負債の部合計 447,251 460,344

純資産の部   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 1,203 1,203

利益剰余金 12,910 13,067

自己株式 △119 △119

株主資本合計 16,495 16,652

その他有価証券評価差額金 371 150

土地再評価差額金 4,193 4,193

評価・換算差額等合計 4,565 4,343

純資産の部合計 21,060 20,995

負債及び純資産の部合計 468,311 481,340

─ 11 ─



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

経常収益 3,396 2,611

資金運用収益 2,464 2,363

（うち貸出金利息） 1,952 1,886

（うち有価証券利息配当金） 500 465

役務取引等収益 217 235

その他業務収益 701 1

その他経常収益 13 11

経常費用 2,532 2,289

資金調達費用 192 172

（うち預金利息） 186 169

役務取引等費用 179 190

営業経費 1,776 1,753

その他経常費用 ※1  384 ※1  173

経常利益 864 321

特別損失 0 9

固定資産処分損 0 9

税引前四半期純利益 863 312

法人税、住民税及び事業税 170 87

法人税等調整額 140 △0

法人税等合計 311 87

四半期純利益 552 225

─ 12 ─
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【会計方針の変更等】 

    
当第１四半期累計期間 

(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当行は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

破綻先債権額 761百万円 1,132百万円 

延滞債権額 15,277百万円 15,532百万円 

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円 

貸出条件緩和債権額 2,446百万円 2,741百万円 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

(四半期損益計算書関係) 

※１. その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

貸倒引当金繰入額    99百万円 貸倒引当金繰入額    143百万円 

株式等償却          243百万円 株式等償却          ―百万円 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

   当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期累計期間 

  (自 平成23年４月１日 
   至 平成23年６月30日) 

 当第１四半期累計期間 
  (自 平成24年４月１日 
   至 平成24年６月30日) 

減価償却費   107百万円                   109百万円 
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(株主資本等関係) 

前第１四半期累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 １．配当金支払額 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 67 2.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日 
その他 

利益剰余金

 

 ２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間

の末日後となるもの 
 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

 １．配当金支払額 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 67 2.50 平成24年３月31日 平成24年６月29日 
その他 

利益剰余金

 

 ２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間

の末日後となるもの 
 

 該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

  当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

※１．会社の事業の運営において重要なものであることから記載しております。 

※２．四半期貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 

 

１．満期保有目的の債券 

前事業年度(平成24年３月31日) 

 

 
貸借対照表 

計上額(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

社債 100 96 △3

その他 2,000 1,569 △430

合計 2,100 1,665 △434

 

当第１四半期会計期間(平成24年６月30日) 

 

 
四半期貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

社債 100 96 △3

その他 2,000 1,565 △434

合計 2,100 1,662 △437

 

２．その他有価証券 

前事業年度(平成24年３月31日) 

 

 取得原価(百万円) 
貸借対照表 

計上額(百万円) 
差額(百万円) 

株式 7,076 6,533 △543

債券 75,471 77,521 2,049

 国債 48,756 50,065 1,309

 地方債 1,588 1,621 32

 社債 25,125 25,834 708

その他 6,756 5,899 △856

合計 89,304 89,954 649
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当第１四半期会計期間(平成24年６月30日) 

 

 取得原価(百万円) 
四半期貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 7,124 5,567 △1,557

債券 83,035 85,884 2,849

 国債 56,250 58,259 2,008

 地方債 1,648 1,696 48

 社債 25,137 25,929 791

その他 5,756 4,822 △934

合計 95,916 96,274 357

(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表価額とすると

ともに、評価差額を当第１四半期累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)することとしてお

ります。 

当第１四半期累計期間における減損処理額は該当ありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、発行会社の信用リスク(自己査定における債務

者区分、外部格付等)、過去の一定期間における時価の推移等を勘案した基準により行っております。 
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(持分法損益等)  

  関連会社がないため記載しておりません。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

  
前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

１株当たり四半期純利益金額  円 20.37 8.30

（算定上の基礎）   

 四半期純利益 百万円 552 225

 普通株主に帰属しない 
 金額 

百万円 ― ―

 普通株式に係る 
 四半期純利益 

百万円 552 225

 普通株式の 
 期中平均株式数 

千株 27,106 27,102

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

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成24年８月10日 

株式会社福岡中央銀行 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  工  藤  雅  春  ㊞ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  柴  田  祐  二  ㊞ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  宮  田  八  郎  ㊞ 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
株式会社福岡中央銀行の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第92期事業年度の第１四半期会
計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平
成24年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記
について四半期レビューを行った。 
 

四半期財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して

四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福岡中央銀行の平成24年６月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信
じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
 

以 上 
 
 

※ １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期財務

諸表に添付される形で当行が別途保管しております。 

  ２ 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当行取締役頭取末松修は、当行の第92期第１四半期(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

 

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

 




