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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

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96期

第３四半期
累計期間

第97期
第３四半期
累計期間

第96期

会計期間

(自 平成28年
４月１日

至 平成28年
12月31日)

(自 平成29年
４月１日

至 平成29年
12月31日)

(自 平成28年
４月１日

至 平成29年
３月31日)

経常収益 百万円 7,289 7,256 9,698

経常利益 百万円 656 935 1,009

四半期純利益 百万円 477 617 ―

当期純利益 百万円 ― ― 705

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 2,737 27,371

純資産額 百万円 27,968 29,279 28,019

総資産額 百万円 522,792 537,307 517,033

１株当たり四半期純利益
金額

円 176.31 228.01 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 260.48

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 2.50 2.50 5.00

自己資本比率 ％ 5.34 5.44 5.41

　

回次
第96期

第３四半期
会計期間

第97期
第３四半期
会計期間

会計期間

(自 平成28年
10月１日

至 平成28年
12月31日)

(自 平成29年
10月１日

至 平成29年
12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 76.75 50.31

(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、四半期連結累計期間等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．平成29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。「１株当たり四半期純利益
金額」、「１株当たり当期純利益金額」は、第96期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しており
ます。なお、第97期第３四半期累計期間の「１株当たり配当額」については、基準日が平成29年９月30日であ
るため、当該株式併合前の金額を記載しております。

５．「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。

６．「自己資本比率」は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しておりま
す。

　

２ 【事業の内容】

当第３四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３四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３四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３

３百万円減少し７２億５６百万円となりました。

一方、経常費用は、営業経費やその他経常費用の減少等を主因に前年同期比３億１３百万円減少し６３億２０百

万円となりました。

その結果、経常利益は前年同期比２億７９百万円増加の９億３５百万円となり、四半期純利益につきましても、

前年同期比１億４０百万円増加の６億１７百万円となりました。

② 財政状態の分析

（主要勘定の状況）

当第３四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１９０億３０百万円増

加の４，８１５億８４百万円となりました。貸出金につきましても、前事業年度末比２２億４５百万円増加の３，

７０１億５０百万円となりました。有価証券につきましては、前事業年度末比１１億３３百万円増加の９６０億９

０百万円となりました。

（資産、負債および純資産の状況）

資産につきましては、現金預け金等の増加により、前事業年度末比２０２億７４百万円増加の５，３７３億７百

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１９０億１４百万円増加の５，０８０億２８百万円

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等の増加により、前事業年度末比１２億６０百万円増加の２

９２億７９百万円となりました。
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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5,925百万円、役務取引等収支は△13百万円、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3百万円、役務取引等収支は2百万円、その他業務収支は2百万円となりまし

た。

合計では、資金運用収支は5,928百万円、役務取引等収支は△10百万円、その他業務収支は2百万円となりまし

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３四半期累計期間 5,909 2 5,911

当第３四半期累計期間 5,925 3 5,928

うち資金運用収益
前第３四半期累計期間 6,223 5

3
6,225

当第３四半期累計期間 6,174 4
1

6,177

うち資金調達費用
前第３四半期累計期間 314 3

3
314

当第３四半期累計期間 249 1
1

249

役務取引等収支
前第３四半期累計期間 67 1 69

当第３四半期累計期間 △13 2 △10

うち役務取引等収益
前第３四半期累計期間 762 4 766

当第３四半期累計期間 758 4 762

うち役務取引等費用
前第３四半期累計期間 694 2 696

当第３四半期累計期間 771 1 772

その他業務収支
前第３四半期累計期間 108 2 111

当第３四半期累計期間 0 2 2

うちその他業務収益
前第３四半期累計期間 108 2 111

当第３四半期累計期間 0 2 2

うちその他業務費用
前第３四半期累計期間 ― ― ―

当第３四半期累計期間 ― ― ―

(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、762百万円となりました。

役務取引等費用は、772百万円となりました。

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３四半期累計期間 762 4 766

当第３四半期累計期間 758 4 762

うち預金・貸出業務
前第３四半期累計期間 89 ― 89

当第３四半期累計期間 86 ― 86

うち為替業務
前第３四半期累計期間 260 4 264

当第３四半期累計期間 259 4 263

うち証券関連業務
前第３四半期累計期間 105 ― 105

当第３四半期累計期間 135 ― 135

うち代理業務
前第３四半期累計期間 56 ― 56

当第３四半期累計期間 57 ― 57

うち保護預り
貸金庫業務

前第３四半期累計期間 24 ― 24

当第３四半期累計期間 23 ― 23

うち保証業務
前第３四半期累計期間 1 ― 1

当第３四半期累計期間 1 ― 1

役務取引等費用
前第３四半期累計期間 694 2 696

当第３四半期累計期間 771 1 772

うち為替業務
前第３四半期累計期間 60 2 62

当第３四半期累計期間 61 1 63

(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３四半期会計期間 467,151 73 467,224

当第３四半期会計期間 475,519 66 475,586

うち流動性預金
前第３四半期会計期間 188,738 66 188,805

当第３四半期会計期間 196,991 61 197,052

うち定期性預金
前第３四半期会計期間 277,601 6 277,608

当第３四半期会計期間 277,253 5 277,258

うちその他
前第３四半期会計期間 811 ― 811

当第３四半期会計期間 1,275 ― 1,275

譲渡性預金
前第３四半期会計期間 11,904 ― 11,904

当第３四半期会計期間 5,998 ― 5,998

総合計
前第３四半期会計期間 479,056 73 479,129

当第３四半期会計期間 481,518 66 481,584

(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(末残・構成比)

業種別
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 369,021 100.00 370,150 100.00

製造業 15,833 4.29 15,698 4.24

農業，林業 119 0.03 144 0.04

漁業 40 0.01 37 0.01

鉱業，採石業，砂利採取業 1,226 0.33 1,329 0.36

建設業 43,159 11.70 45,428 12.27

電気・ガス・熱供給・水道業 5,761 1.56 5,859 1.58

情報通信業 2,323 0.63 2,162 0.59

運輸業，郵便業 9,330 2.53 9,597 2.59

卸売業，小売業 39,118 10.60 40,358 10.91

金融業，保険業 8,790 2.38 8,814 2.38

不動産業，物品賃貸業 91,949 24.92 85,972 23.23

各種サービス業 49,341 13.37 51,121 13.81

地方公共団体 20,089 5.45 20,218 5.46

その他 81,937 22.20 83,406 22.53

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 369,021 ―― 370,150 ――

(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) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第３四半期累計期間において、当行の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための

客観的な指標等に重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

(4) 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 8,000,000

計 8,000,000

(注) 平成29年６月29日開催の第96期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で10株を１株とする株式併合

に伴う定款変更を行いました。これにより、発行可能株式総数は72,000,000株減少し、8,000,000株となってお

ります。

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年２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 2,737,160 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100株であ
ります。

計 2,737,160 同左 ― ―

(注) 平成29年６月29日開催の第96期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で10株を１株にする株式併合

及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は24,634,445

株減少し、2,737,160株となり、単元株式数は100株となっております。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年10月１日 △24,634 2,737 ― 2,500 ― 1,203

(注) 平成29年６月29日開催の第96期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株にする

株式併合を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は24,634,445株減少し、2,737,160株となっており

ます。

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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29年９月30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29年９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 282,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,856,000 26,856 ―

単元未満株式 普通株式 233,605 ― 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 ― 26,856 ―

(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の数が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646株が含まれております。

３．平成29年６月29日開催の第96期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株に

する株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、発行済株式

総数は24,634,445株減少し、2,737,160株となり、単元株式数は100株となっております。

② 【自己株式等】

平成29年９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

282,000 ― 282,000 1.03

計 ― 282,000 ― 282,000 1.03

(注) 平成29年６月29日開催の第96期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株にす

る株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより、当第３四半期会

計期間末の自己株式数は単元未満株式の取得分と合わせて、28,653株となっております。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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３四半期会計期間(自平成29年10月１日 至平

成29年12月31日)及び第３四半期累計期間(自平成29年４月１日 至平成29年12月31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。
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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29年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

現金預け金 41,956 55,736

有価証券 94,957 96,090

貸出金 ※1 367,905 ※1 370,150

外国為替 128 181

その他資産 789 3,878

有形固定資産 13,626 13,472

無形固定資産 161 191

前払年金費用 1,370 1,518

支払承諾見返 211 202

貸倒引当金 △4,072 △4,114

資産の部合計 517,033 537,307

負債の部

預金 449,124 475,586

譲渡性預金 13,430 5,998

債券貸借取引受入担保金 21,222 20,920

その他負債 1,858 1,827

役員退職慰労引当金 320 174

睡眠預金払戻損失引当金 142 134

繰延税金負債 826 1,304

再評価に係る繰延税金負債 1,878 1,878

支払承諾 211 202

負債の部合計 489,014 508,028

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 16,369 16,851

自己株式 △123 △125

株主資本合計 19,949 20,430

その他有価証券評価差額金 3,816 4,595

土地再評価差額金 4,253 4,253

評価・換算差額等合計 8,069 8,849

純資産の部合計 28,019 29,279

負債及び純資産の部合計 517,033 537,307
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年12月31日)

経常収益 7,289 7,256

資金運用収益 6,225 6,177

（うち貸出金利息） 5,318 5,239

（うち有価証券利息配当金） 889 920

役務取引等収益 766 762

その他業務収益 111 2

その他経常収益 186 313

経常費用 6,633 6,320

資金調達費用 314 249

（うち預金利息） 305 246

役務取引等費用 696 772

営業経費 5,040 4,927

その他経常費用 ※1 581 ※1 370

経常利益 656 935

特別利益 51 ―

固定資産処分益 51 ―

特別損失 2 10

固定資産処分損 2 2

減損損失 ― 8

税引前四半期純利益 706 924

法人税、住民税及び事業税 176 151

法人税等調整額 52 155

法人税等合計 228 306

四半期純利益 477 617
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【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29年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

破綻先債権額 272百万円 238百万円

延滞債権額 13,378百万円 12,988百万円

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 2,124百万円 1,710百万円

合計額 15,775百万円 14,937百万円

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３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

貸倒引当金繰入額 393百万円 188百万円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半期累計

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３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

減価償却費 279百万円 274百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 94 3.50 平成28年３月31日 平成28年６月30日
その他

利益剰余金

平成28年11月25日
取締役会

普通株式 67 2.50 平成28年９月30日 平成28年12月５日
その他

利益剰余金

２．基準日が当第３四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３四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３四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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29年６月29日
定時株主総会

普通株式 67 2.50 平成29年３月31日 平成29年６月30日
その他

利益剰余金

平成29年11月24日
取締役会

普通株式 67 2.50 平成29年９月30日 平成29年12月５日
その他

利益剰余金

(注) 平成29年11月24日取締役会決議に基づく１株当たり配当額については、基準日が平成29年９月30日であるた

め、平成29年10月１日付の株式併合は加味しておりません。

２．基準日が当第３四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３四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

　 該当事項はありません。

２．その他有価証券

前事業年度(平成29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 5,878 8,112 2,234

債券 74,452 77,500 3,047

国債 46,639 49,069 2,429

地方債 3,069 3,134 64

社債 24,743 25,296 552

その他 8,044 8,301 256

合計 88,376 93,914 5,538

当第３四半期会計期間(平成29年12月31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 5,905 9,942 4,036

債券 75,188 77,616 2,428

国債 46,630 48,580 1,950

地方債 3,243 3,294 51

社債 25,315 25,741 426

その他 7,316 7,492 175

合計 88,411 95,051 6,640

(注)１．上表には、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含めておりません。

　 ２．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計上額(貸借

対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第３四半期累計期間(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。

前事業年度及び当第３四半期累計期間における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、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３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 176.31 228.01

（算定上の基礎）

四半期純利益 百万円 477 617

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 477 617

普通株式の
期中平均株式数

千株 2,709 2,708

(注) １．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。

２．平成29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。１株当たり四半期純利

益金額は、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して算出しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

中間配当

平成29年11月24日開催の取締役会において、第97期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金総額 67百万円

１株当たりの中間配当金 ２円50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月５日

　 （注）１株当たりの中間配当金については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株

式併合は加味しておりません。
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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30年２月９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 藤 井 義 博 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 加 井 真 弓 ㊞

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29年４月１日から平成30年３月31日までの第97期事業年度の第３四半期会計期間(平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31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29年12月31日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第３四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

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

報告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成30年２月14日

【会社名】 株式会社 福岡中央銀行

【英訳名】 THE FUKUOKA CHUO BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 古 村 至 朗

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大名二丁目12番１号

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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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】

当行取締役頭取古村至朗は、当行の第97期第３四半期（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31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。
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