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中期経営計画の概要

ふるさとの発展に役立つ銀行ふるさとの発展に役立つ銀行 たくましく発展する銀行たくましく発展する銀行 働きがいのある銀行働きがいのある銀行

経経 営営 理理 念念
ふるさとの発展に役立つ銀行ふるさとの発展に役立つ銀行 たくましく発展する銀行たくましく発展する銀行 働きがいのある銀行働きがいのある銀行

愛媛銀行ブランドの確立愛媛銀行ブランドの確立愛媛銀行ブランドの確立愛媛銀行ブランドの確立
－最初に相談される銀行－

差別化 存在理由

第第1212次中期経営計画（平成次中期経営計画（平成1818年年44月～平成月～平成2121年年33月）月）

地域No 1の金融サービスの提供<経営指針> 地域No.1の金融サ ビスの提供

お客様ロ イヤルテ ィ の追求お客様ロ イヤルテ ィ の追求
お客様が愛媛銀行と取引してよかったと感じていただけることですお客様が愛媛銀行と取引してよかったと感じていただけることです

<経営指針>

お客様が愛媛銀行と取引してよかったと感じていただけることですお客様が愛媛銀行と取引してよかったと感じていただけることです

ジ ョ ブ ロ イ ヤ ル テ ィ の 追 求ジ ョ ブ ロ イ ヤ ル テ ィ の 追 求
行員が愛媛銀行で働いてよかったと感じることです行員が愛媛銀行で働いてよかったと感じることです

コーポレートガバナンスの強化コーポレートガバナンスの強化



平成20年3月期の業績



収益性の状況

コア業務純益は、5期連続増益を達成しました。
当期純利益は引当金を積増した結果、27億円となりました。

コア業務純益・当期純利益推移
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貸出金の状況

個人ローンを中心に、274億円増加 しました。

（億円）
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貸出金残高推移
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総預金の状況

法人預金・個人預金を中心に、337億円増加しました。
総預金残高推移

15 185

（億円）

＋33715,185 ＋337
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預り資産の状況

金融商品の品揃えを充実させた結果

前年 151億円 大幅に増加前年比151億円と大幅に増加しました。
預り資産残高推移預り資産残高推移

1,167 保険窓販全面解禁保険窓販全面解禁
への対応

● ガン保険などの

の対応

新規取扱や新商品
を投入

年 期 年 期 年 期 年 期 年 期

を投入

● 全店で取扱開始

国 債 投資信託 保険商品 （ローンセンター松山・四国八十八カ所支店除く）

16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期
店 取扱開始



健全性の状況

自己資本比率は0.16％上昇しました。

（億円）

＋0.16自己資本比率推移

9.24％
8.55％ 9.08％

8.14％

17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期



健全性の状況

開示債権比率は、前向きな企業再生に取り組みながら

3 台3％台を維持しています。
金融再生法開示債権比率推移（億円）

第二地銀平均
＋0.18

金融再生法開示債権比率推移

3.99%4.36％ 3.81％

4.83％

17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期



企業再生への取り組み状況

ランクアップ実績は、198先となりました。
企業再生は伝統的な強みです。
（先）

プ四国内地銀トップの実績

当

行行



海運・造船業への取り組み

永年の取引から信頼関係を構築。

専門的なノウハウを蓄積しています。

当行の取り組み当行の取り組み

■船舶フ イナンス室の設置■船舶ファイナンス室の設置
-地銀初-

■シンジケ トロ ン等ファイ■シンジケートローン等ファイ

ナンス手法多様化への対応

■海運会社等への出向による

目利き能力の向上（延べ6名）

当行が戦後の海運不況を

支えたことが掲載されま

したした。

日本経済新聞（社説） ■イギリスの海運会社へ出向



当行株価の推移

平成19年3月末の株価を1とした推移 ⇒底堅く推移
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新しい時代への挑戦



「えひめガイヤファンド」 全国初！

農業ファンドを活用するなど、第一次産業への
支援を進めています。

有限会社バイオ 株式会社蜜柑職人

投資実績投資実績（（66月月//末末））
1111社社 247247

有限会社バイオ
「大葉」

株式会社蜜柑職人
武田屋「河内晩柑」

株式会社WSB四国1111社社 247247百万円百万円 株式会社WSB四国
「わさび」



「えひめガイヤファンド」 全国初！

国の政策のモデルとなりました。

農商工等連携促進法中小企業庁長官との 農商工等連携促進法
（H.20.5.16成立）意見交換会

<えひめガイヤファンドをモデル>

中小企業者と生産者の中小企業者と生産者の
連携促進を支援する法律

地域経済活性化の実現地域経済活性化 実現

（写真中央：福水健文 前中小企業庁長官）



「えひめガイヤファンド」 全国初！

「中小企業白書2008年版」に掲載されました。

地域 活性化を目指し 農林漁業地域の活性化を目指し、農林漁業

や、その関連産業を育成・支援

（ハンズオン）するファンドとし

て掲載されましたて掲載されました。



「メイド・イン愛媛2007」 県内初！

地域振興支援として、愛媛県と協働の商談会を開催しました。

ビジネスマッチングの累計成約件数は、450件を超えています。

中四国最大規模

約1万人の来場者
約4,400件の商談

四国経済産業局
南雲総務企画部長

愛媛県
加戸知事南雲総務 部長 戸 事



「メイド・イン愛媛2008」 四国初！

今年は愛媛県に加え経済産業省との商談会を開催します。



「四国八十八カ所支店」 四国初！ www.himegin.co.jp/88

インターネット専用支店を開設しました。

お遍路文化を全国に情報発信しています!

四国八十八カ所支店の

4つのメリット

1 金利がおトク！
定期
預金

2 手数料 ¥ 0ATM
入出金

24時間3 24時間どこでもご利用可能

4 切不要4 ご来店は、一切不要



あったか住宅ローン「愛のチカラ」 中四国・九州初！

3 000
住宅ローン残高の推移

（億円）

3,000
新商品の効果をともなって

前年比227億円と大幅増加！ 2,6242,624

2,312 2,312
2,3972,500

2,000

1,500

17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期
0



お客様の声にお応えしています

『もっともっと 身近な銀行になるために』『もっともっと、身近な銀行になるために』

「あったら、いいな」をカタチにします。あ 、 」を す。



お客様の声にお応えしています

お客様の声 ①

相談したい時間に営業していない・・・相談 時間 営業 な

平日３時以降や休日も

営業している店舗をオープン！



お客様の声にお応えしています

平成１９年１１月 新居浜支店内にオープン

平日・土曜：１０:００～１８:００
定休日 水曜日 日曜日定休日：水曜日・日曜日



お客様の声にお応えしています

平成２０年４月
エミフルＭＡＳＡＫＩ内にエミフルＭＡＳＡＫＩ内に
オープン

日本経済新聞（全国版）に

取り上げられました。

（平成20年6月20日夕刊）

平日：９:００～１９:００
土日祝日 ９ ００ １８ ００土日祝日：９:００～１８:００



お客様の声にお応えしています

平成１９年６月 砥部支店 30台 （5台）
屋根付き

10台
3台

９月 壬生川支店

１２月 氷見支店

30台
18台
30台

（5台）
（ ― ）

（8台）3台
5台

１２月 氷見支店

平成２０年４月 徳島支店

30台
7台

（8台）
（4台）

砥部支店（30台） ▼

氷見支店（30台）▲



お客様の声にお応えしています

「明屋書店」との共同出店により、

お客様の利便性が飛躍的にアップしました。

新居浜支店

平成19年11月 移転

駐車場 113台
（共同使用台数）

駐車場 113台
6台屋根付き

▲天井が高く 開放感に溢れる明るい店内

・全自動貸金庫 160個
・相談ルーム 3ヵ所設置

6台屋根付き

▲天井が高く、開放感に溢れる明るい店内相談ル ム 3ヵ所設置



お客様の声にお応えしています

お客様の声 ③

どこでも入出金したい・・・

愛媛県下最大のＡＴＭネットワーク 668ヵ所！愛媛県下最大のＡＴＭネットワーク 668ヵ所！

全国 5,600店舗のローソンで、土日祝

もご 能日でもご利用可能に！
高知県高知県内の内の

1010店舗店舗にも設置！にも設置！



CSR の取り組みCSRへの取り組み



愛媛銀行C S R宣言
愛媛銀行は、社会の持続的発展を可能にするため、金融サービス

事業を通じて「ふるさと」に根ざした企業活動を実践し 公共的事業を通じて「ふるさと」に根ざした企業活動を実践し、公共的

使命と社会的責任を果たします。

1.よりよいサービスの提供
3.社会貢献活動

2.コンプライアンス
4.人権尊重

愛媛銀行環境方針愛媛銀行環境方針

愛媛銀行は、「ふるさとの発展に役立つ銀行」のもと、全員参加

による環境保全への取り組みを積極的に展開していきます。



ひめぎんCSR倶楽部

環境・福祉・教育及び文化・スポーツ活動を通じて、環境 福祉 教育及び文化 スポ ツ活動を通じて、

地域社会に貢献することを目的として設立。

主な助成事業主な助成事業

●特別協賛

坂村真民「命のことだま展」坂村真民「命のことだま展」

●助成

地域づくり研究会「源流」

「あったか愛媛NPO応援基金」



環境に対する取り組み

「チーム・マイナス6％」に参加しています「チーム・マイナス6％」に参加しています。

マイ箸

ク ルビズ
エコドライブ宣言

クールビズ



環境に対する取り組み

ecHo～ひめぎん豊かな森作り～ecHo ひめぎん豊かな森作り

■「企業の森林（もり）づくり活動協定」締結■ 企業の森林（もり）づくり活動協定」締結

愛媛県および財団法人愛媛の森林（もり）基金との三者による

「企業の（もり）づくり活動協定」を締結「企業の（もり）づくり活動協定」を締結。

今後5年間「ひめぎんCSR倶楽部」より今後5年間「ひめぎんCSR倶楽部」より

毎年50万円を寄付

「未来に届ける森林(もり)定期預金」
預入総額の0 1％相当額を 発売中発売中!!預入総額の0.1％相当額を
「財団法人愛媛の森林基金」に寄付

発売中発売中!!



社会貢献に対する取り組み

財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金 顕彰事業

第25回ふるさと振興賞受賞者第 回 振興賞受賞者

＜企業の部＞
大和エンジニアリング株式会社殿
伊予郡松前町 （代表取締役 中矢 富夫）伊予郡松前町 （代表取締役 中矢 富夫）

株式会社谷口金属熱処理工業所殿
西条市 （代表取締役 谷口 裕久）西条市 （代表取締役 谷口 裕久）

西中水産有限会社殿
西予市三瓶町 （会長 西中 兼次）

（平成20年4月）

＜経営者の部＞
渡部 優 殿

今年の受賞先を含め、
これまでの顕彰先数は

１０１先
渡部 優 殿
松山市（三ツ浜汽船株式会社 代表取締役社長）１０１先となりました。



社会貢献に対する取り組み

財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金 助成事業

平成19年7月～平成20年6月までの助成先 累計107先

四国中央市土居ラブリバー推進協議会 宇和海に緑をひろげ環境を守る会

平成19年7月

▼ ▼

平成20年3月

とべ子育て支援団体「ぽっかぽか」

野村ふるさとづくりの会

解く手非営利活動 三瓶まんぼう会

北浦八幡太鼓 育悠会

久谷大黒座運営委員会

二科会愛媛支部

▼
▼

▼

▼
▼

▼解く手非営利活動 三瓶まんぼう会

エヒメデザイン協会

二科会愛媛支部

愛媛音楽支援会

平成19年11月

▼ ▼

平成20年6月

エヒメデザイン協会

オペラえひめ

禁煙推進の会えひめ

愛媛音楽支援会

郷土芸能伊予乃松山万歳楽座

日中交流アカシアの会

▼
▼

▼

▼
▼

▼

マドンナチーム 松山海洋少年団▼ ▼



お客様の大切な財産をお守りします

振り込め詐欺未然防止の取組みが全国から
高く評価されています。

未然防止件数未然防止件数

件件3535件件 32,39532,395千円千円
20082008年年66月末現在月末現在

愛媛県警本部長から感謝状を授与される
前谷泰三グループ長（営業統括部）

▲



教育・文化・スポーツに対する取り組み

ふるさとの自然を育む心を応援しますふるさとの自然を育む心を応援します。

「ひめゆり」贈呈式「ひめゆり」贈呈式

子どもたちが大切に育て

た「ひめゆり」を、通学

バス贈呈のお礼として、

日浦小中学校 生徒から日浦小中学校の生徒から

いただきました。



教育・文化・スポーツに対する取り組み

児童の社会教育や伝統文化の普及に努めています。児童の社会教育や伝統文化の普及に努めています。

囲碁フェスティバル囲碁フェスティバル

財団法人愛媛棋道協会を

通じ、囲碁の普及と文化

振興を図るため、本年も

6月に開催しました6月に開催しました。
梅沢由香里
女流棋政5段

小川誠子(ともこ）6段



教育・文化・スポーツに対する取り組み

児童の社会教育や伝統文化の普及に努めています。児童の社会教育や伝統文化の普及に努めています。

第1回愛媛こども囲碁大会第1回愛媛こども囲碁大会

児童の健やかな成長と

囲碁の普及を図ることを

目的に、約50人の小中学
生参加 もと開催しまし生参加のもと開催しまし

た。



教育・文化・スポーツに対する取り組み

地域のスポーツを応援しています！地域のスポ ツを応援しています！

マンダリンパイレーツマンダリンパイレーツ

「愛媛マンダリンパイ

レーツ応援定期預金」を

販売し、支援金を贈呈し

ましたました。



教育・文化・スポーツに対する取り組み

スポーツによる地域貢献に努めていますスポ ツによる地域貢献に努めています。

ひめぎん陸上部ひめぎん陸上部

「第46回愛媛マラソン」
において、井上選手が

堂々2位に入賞しました！

(タイム 2時間24分9秒)



教育・文化・スポーツに対する取り組み

スポーツによる地域貢献に努めています

ひめぎん陸上部

スポ ツによる地域貢献に努めています。

ひめぎん陸上部

日浦小学校で訪問指導を

実施しました。

児童たちに走る楽しさや児童たちに走る楽しさや

チームワークの大切さな

どを伝えましたどを伝えました。



教育・文化・スポーツに対する取り組み

スポーツによる地域貢献に努めています

ひめぎん卓球部

スポ ツによる地域貢献に努めています。

ひめぎん卓球部

「平成19年度愛媛県体育
協会スポーツ表彰」を、

平田選手が受賞。

卓球教室を開催するなど、

地域の人々とも親交を深地域の人々とも親交を深

めています。



人材育成 “頼もしい君たち”へ

本年も、146名の新しい“家族”が
仲間入りしました。




