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愛媛銀行のあゆみ

大正4年9月創業
大正元年～
大正  4年 ●東豫無尽蓄積株式会社設立
大正  5年 ●今治無尽株式会社設立
大正12年 ●松山無尽株式会社設立
昭和18年3月設立
昭和元年～20年代
昭和  4年 ●常盤無尽株式会社設立
昭和  7年 ●南豫無尽金融株式会社設立
昭和18年 ●愛媛県内の無尽会社5社が合併し松山市末広町

　に愛媛無尽株式会社を設立
昭和23年 ●高橋作一郎社長就任
昭和25年 ●伊豫殖産無尽株式会社の営業譲渡
昭和26年 ●相互銀行に転換、愛媛相互銀行となる
昭和28年 ●内国為替業務開始
昭和30年代
昭和32年 ●資金量100億円達成
昭和35年 ●本店を松山市勝山町に新築移転
昭和40年代
昭和41年 ●資金量500億円達成
昭和42年 ●経営相談所開設
昭和43年 ●高橋作一郎会長、高田周蔵社長就任
昭和44年 ●資金量1,000億円達成
昭和46年 ●当行株式、大阪証券取引所第二部へ上場

●両替商の業務開始
昭和47年 ●当行株式、大阪証券取引所第一部へ指定替え

●四国内で最初の預金オンライン開始
昭和48年 ●愛媛県指定代理金融機関となる
昭和49年 ●資金量3,000億円達成
昭和50年代
昭和50年 ●外国為替公認銀行となる
昭和52年 ●東京事務所開設
昭和53年 ●資金量5,000億円達成
昭和56年 ●資金量6,000億円達成

昭和50年代
昭和56年 ●高田周蔵会長、宮武隆社長就任
昭和57年 ●金の取扱開始
昭和58年 ●財団法人愛媛（相互）銀行ふるさと振興基金設立

●公共債の窓口販売業務開始
昭和59年 ●資金量8,000億円達成

●海外コルレス業務開始
昭和60年代
昭和60年 ●MMC取扱開始

●当行株式、東京証券取引所第一部へ上場
昭和61年 ●ディーリング業務開始
昭和62年 ●東京オフショア市場への参加

●資金量1兆円達成
昭和63年 ●金融先物市場への参加
平成元年～
平成元年 ●普通銀行に転換、愛媛銀行となる
平成  2年 ●宮武隆会長、森信義頭取就任
平成  3年 ●ひめぎん電算センター新築
平成  4年 ●新オンラインシステム「WINDS21」稼動

●貯蓄預金・スーパー積金取扱開始
●研修所完成

平成  5年 ●創立50周年記念式典挙行
●信託代理業務の取扱開始

平成  6年 ●海外投資貿易相談所の設置
●TQC導入

平成  7年 ●通貨オプション取引開始
平成  8年 ●今治地区センター設置
平成10年代
平成10年 ●インターネットにホームページ開設

●ローンセンター松山オープン
●新居浜地区センター設置
●森信義会長、一色哲昭頭取就任
●投資信託窓口販売開始

平成11年 ●伊予三島地区センター、大洲地区センター設置
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愛媛銀行は創業から100年を超える長きにわたって
地域の皆さまとともにあゆみ続けております。

昭和26年
（1951年）

昭和46年
（1971年）

昭和47年
（1972年）

平成27年
（2015年）

平成元年
（1989年）

普通銀行に転換、
株式会社愛媛銀行に
商号変更

株式を東京証券取引所市場第1部
に上場

創業100周年記念碑除幕式

創業100周年記念式典

昭和60年
（1985年）相互銀行法の公布・施行に伴い、

株式会社愛媛相互銀行に商号変更

愛媛県内の無尽会社5社が合併し、
愛媛無尽株式会社を設立

東豫無尽蓄積
株式会社設立 株式を大阪証券取引所市場第1部に上場

株式を大阪証券取引所市場第2部に上場
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100周年
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平成10年代
平成11年 ●ローンセンター新居浜オープン

●郵貯とのATM・CD提携サービス開始
●JAバンクえひめとのATM・CD無料提携サービス開始

平成12年 ●ローンセンター今治オープン
●宇和島地区センター設置
●北温信用組合と合併

平成13年 ●一色頭取　第二地方銀行協会会長に就任
平成14年 ●確定拠出年金取扱開始

●「With You Net」取扱開始
●新勘定系・情報系端末機全店稼動
●生命保険窓口販売取扱開始

平成15年 ●新国際系・新情報系システム稼動
●総合融資支援システム稼動

平成16年 ●一色哲昭会長、中山紘治郎頭取就任
平成17年 ●証券仲介業務の取扱開始
平成18年 ●資本金を154億円に増資

●定年退職者再雇用制度の導入
●格付・自己査定システム稼動
●新オンラインシステム稼動
●関連会社「えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合」設立

平成19年 ●ICキャッシュカードの発行開始
●資本金を190億円に増資
●日本格付研究所（JCR）における格付けが「A−」に引き上げ
●ローソンATMサービス取扱開始

平成20年代
平成20年 ●「新人事システム」運用開始

●人材派遣会社「ひめぎんスタッフサポート（株）」の設立
●インターネット専用支店「四国八十八カ所支店」開設
●音声検知による還付金詐欺防止対策システムの導入
●ローンセンター西条・高知オープン
●愛媛県県民文化会館のネーミングライツ取得
　（愛称：ひめぎんホール）
●ひめぎんATM宝くじサービス取扱開始

平成20年代
平成21年 ●地域力連携拠点として選定

●もみじ銀行とのATM・CD無料提携サービス開始
平成22年 ●「金融円滑化に関する方針」策定

●クレジットカード機能をセットしたICキャッシュカードの取扱開始
●ローンセンター石井オープン

平成23年 ●イオン銀行とのATM・CD提携サービス開始
平成24年 ●預金量2兆円達成

●ゆうちょ銀行とのATM入金サービス提携
●中山紘治郎会長、本田元広頭取就任
●愛媛銀行社歌完成発表会

平成25年 ●イーネットとのATM利用提携開始
●関連会社「えひめガイヤ成長産業化支援ファンド
　投資事業有限責任組合」設立
●セブン銀行ATM利用提供開始
●インターネット投資信託サービス開始
●関連会社「投資事業有限責任組合えひめベンチャー
　ファンド2013」設立

平成26年 ●「医療機関債」の取扱を開始
●「えひめアグリファンド投資事業有限責任組合」設立
●「地域金融機関等に対する低炭素化プロジェクトの専門派遣事業」に採択
●「ひめぎんスマホ口座」取扱開始

平成27年 ●創業100周年記念式典開催
●「法人向け事業保険」の取扱開始

平成28年 ●「FinTechファンド」への出資
●「ひめぎんJCBデビットカード」の取扱開始

平成29年 ●愛媛県と地方創生に関する包括提携協定の締結
平成30年代／令和元年～
平成30年 ●「えひめ地域活性化投資事業有限責任組合」設立

●本田元広会長、西川義教頭取就任
平成31年 ●有料職業紹介事業の認可取得（1月）
令和元年 ●執行役員制度導入（6月）




