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伊予銀行からのお知らせ 2010

第107期末 貸借対照表
（平成21年4月1日▶平成22年3月31日）
第107期 損益計算書

（単位：百万円）（平成21年4月1日▶平成22年3月31日）
第107期 株主資本等変動計算書

（資産の部）
　現金預け金 204,720
　　現金  35,421
　　預け金  169,298
　コールローン －
　買入金銭債権 19,691
　商品有価証券 698
　　商品国債 681
　　商品地方債 16
　金銭の信託 4,624
　有価証券 1,422,280
　　国債  468,253
　　地方債  276,569
　　社債  173,470
　　株式  199,740
　　その他の証券 304,247
　投資損失引当金 △ 31
　貸出金  3,422,178
　　割引手形 46,008
　　手形貸付 222,430
　　証書貸付 2,653,713
　　当座貸越 500,025
　外国為替 6,112
　　外国他店預け 4,860
　　買入外国為替 8
　　取立外国為替 1,243
　その他資産 25,674
　　前払費用 3,115
　　未収収益 5,243
　　金融派生商品 11,360
　　その他の資産 5,954
　有形固定資産 81,480
　　建物  17,659
　　土地  59,454
　　リース資産 308
　　建設仮勘定 468
　　その他の有形固定資産  3,589
　無形固定資産 2,895
　　ソフトウェア 1,929
　　その他の無形固定資産  965
　繰延税金資産 －
　支払承諾見返 30,182
　貸倒引当金 △ 33,516

　資産の部合計 5,186,989
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 金　　額
（負債の部）
　預金 4,344,856
　　当座預金 168,532
　　普通預金 1,569,660
　　貯蓄預金 104,897
　　通知預金 25,299
　　定期預金 2,285,553
　　定期積金 23,893
　　その他の預金 167,019
　譲渡性預金 263,971
　コールマネー 38,963
　債券貸借取引受入担保金 34,058
　借用金 44,262
　　借入金 44,262
　外国為替 59
　　外国他店預り 0
　　売渡外国為替 50
　　未払外国為替 7
　その他負債 32,794
　　未決済為替借 5
　　未払法人税等 4,844
　　未払費用 9,228
　　前受収益 2,954
　　給付補てん備金 63
　　金融派生商品 7,625
　　リース債務 323
　　その他の負債 7,748
　賞与引当金 1,557
　退職給付引当金 13,080
　役員退職慰労引当金 895
　睡眠預金払戻損失引当金 1,262
　偶発損失引当金 295
　繰延税金負債 7,463
　再評価に係る繰延税金負債 16,212
　支払承諾 30,182
　負債の部合計 4,829,914
（純資産の部）
　資本金 20,948
　資本剰余金 10,480
　　資本準備金 10,480
　利益剰余金 250,436
　　利益準備金 20,948
　　その他利益剰余金 229,488
　　　圧縮記帳積立金 1,632
　　　別途積立金 214,594
　　　繰越利益剰余金 13,261
　自己株式 △ 5,170
　株主資本合計 276,695
　その他有価証券評価差額金 59,735
　繰延ヘッジ損益 △ 14
　土地再評価差額金 20,658
　評価・換算差額等合計 80,379
　純資産の部合計 357,075
負債及び純資産の部合計 5,186,989

科　　目 金　　額
経常収益  101,546
　資金運用収益 85,751
　　貸出金利息 64,801
　　有価証券利息配当金 20,194
　　コールローン利息 78
　　預け金利息 334
　　その他の受入利息 342
　信託報酬 2
　役務取引等収益 9,994
　　受入為替手数料 4,112
　　その他の役務収益 5,882
　その他業務収益 1,912
　　外国為替売買益 1,035
　　商品有価証券売買益 5
　　国債等債券売却益 833
　　金融派生商品収益 37
　　その他の業務収益 0
　その他経常収益 3,885
　　株式等売却益 2,047
　　金銭の信託運用益 39
　　その他の経常収益 1,798
経常費用  82,718
　資金調達費用 11,006
　　預金利息 9,743
　　譲渡性預金利息 852
　　コールマネー利息 143
　　債券貸借取引支払利息 22
　　借用金利息 26
　　金利スワップ支払利息 37
　　その他の支払利息 181
　役務取引等費用 5,197
　　支払為替手数料 850
　　その他の役務費用 4,346
　その他業務費用 1,363
　　国債等債券売却損 607
　　国債等債券償却 755
　営業経費 49,759
　その他経常費用 15,391
　　貸倒引当金繰入額 13,068
　　貸出金償却 25
　　株式等売却損 88
　　株式等償却 772
　　その他の経常費用 1,437
経常利益  18,827
特別利益  2,995
　固定資産処分益 147
　償却債権取立益 2,828
　その他の特別利益 19
特別損失  980
　固定資産処分損 199
　減損損失 781
税引前当期純利益  20,842
法人税、住民税及び事業税  8,893
法人税等調整額  △ 1,095
法人税等合計  7,797
当期純利益  13,044

科　　目 金　　額
株主資本
　資本金
　　前期末残高 20,948
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 20,948
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 10,480
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 －
　　　当期末残高 10,480
　資本剰余金合計
　　前期末残高 10,480
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 10,480
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 20,948
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 －
　　　当期末残高 20,948
　　その他利益剰余金
　　　退職慰労積立金
　　　　前期末残高 －
　　　　当期変動額
　　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　　当期変動額合計 －
　　　　当期末残高 －
　　　圧縮記帳積立金
　　　　前期末残高 1,570
　　　　当期変動額  
　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 △ 5
　　　　　圧縮記帳積立金の積立 68
　　　　　当期変動額合計 62
　　　　当期末残高 1,632
　　　別途積立金
　　　　前期末残高 205,594
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の積立 9,000
　　　　　当期変動額合計 9,000
　　　　当期末残高 214,594
　　　繰越利益剰余金
　　　　前期末残高 11,527
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △ 2,553
　　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 5
　　　　　圧縮記帳積立金の積立 △ 68
　　　　　別途積立金の積立 △ 9,000
　　　　　当期純利益 13,044
　　　　　土地再評価差額金の取崩 304
　　　　　当期変動額合計 1,734
　　　　当期末残高 13,261
　　利益剰余金合計
　　　前期末残高 239,640
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △ 2,553
　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　　　別途積立金の積立 －
　　　　当期純利益 13,044
　　　　土地再評価差額金の取崩 304
　　　　当期変動額合計 10,796
　　　当期末残高 250,436

科　　目 金　額
自己株式
　前期末残高 △ 5,117
　当期変動額
　　自己株式の取得 △ 52
　　当期変動額合計 △ 52
　当期末残高 △ 5,170
株主資本合計
　前期末残高 265,951
　当期変動額 
　　剰余金の配当 △ 2,553
　　退職慰労積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　別途積立金の積立 －
　　当期純利益 13,044
　　自己株式の取得 △ 52
　　土地再評価差額金の取崩 304
　　当期変動額合計 10,743
　当期末残高 276,695
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 23,339
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,395
　　　当期変動額合計 36,395
　　当期末残高 59,735
　繰延ヘッジ損益
　　前期末残高 △ 16
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1
　　　当期変動額合計 1
　　当期末残高 △ 14
　土地再評価差額金
　　前期末残高 20,963
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 304
　　　当期変動額合計 △ 304
　　当期末残高 20,658
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 44,287
　　当期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,092
　　　当期変動額合計 36,092
　　当期末残高 80,379
純資産合計
　前期末残高 310,239
　当期変動額
　　剰余金の配当 △ 2,553
　　退職慰労積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　別途積立金の積立 －
　　当期純利益 13,044
　　自己株式の取得 △ 52
　　土地再評価差額金の取崩 304
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,092
　　当期変動額合計 46,835
　当期末残高 357,075

科　　目 金　額
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伊予銀行からのお知らせ 2010

第107期末 貸借対照表
（平成21年4月1日▶平成22年3月31日）
第107期 損益計算書

（単位：百万円）（平成21年4月1日▶平成22年3月31日）
第107期 株主資本等変動計算書

（資産の部）
　現金預け金 204,720
　　現金  35,421
　　預け金  169,298
　コールローン －
　買入金銭債権 19,691
　商品有価証券 698
　　商品国債 681
　　商品地方債 16
　金銭の信託 4,624
　有価証券 1,422,280
　　国債  468,253
　　地方債  276,569
　　社債  173,470
　　株式  199,740
　　その他の証券 304,247
　投資損失引当金 △ 31
　貸出金  3,422,178
　　割引手形 46,008
　　手形貸付 222,430
　　証書貸付 2,653,713
　　当座貸越 500,025
　外国為替 6,112
　　外国他店預け 4,860
　　買入外国為替 8
　　取立外国為替 1,243
　その他資産 25,674
　　前払費用 3,115
　　未収収益 5,243
　　金融派生商品 11,360
　　その他の資産 5,954
　有形固定資産 81,480
　　建物  17,659
　　土地  59,454
　　リース資産 308
　　建設仮勘定 468
　　その他の有形固定資産  3,589
　無形固定資産 2,895
　　ソフトウェア 1,929
　　その他の無形固定資産  965
　繰延税金資産 －
　支払承諾見返 30,182
　貸倒引当金 △ 33,516

　資産の部合計 5,186,989
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 金　　額
（負債の部）
　預金 4,344,856
　　当座預金 168,532
　　普通預金 1,569,660
　　貯蓄預金 104,897
　　通知預金 25,299
　　定期預金 2,285,553
　　定期積金 23,893
　　その他の預金 167,019
　譲渡性預金 263,971
　コールマネー 38,963
　債券貸借取引受入担保金 34,058
　借用金 44,262
　　借入金 44,262
　外国為替 59
　　外国他店預り 0
　　売渡外国為替 50
　　未払外国為替 7
　その他負債 32,794
　　未決済為替借 5
　　未払法人税等 4,844
　　未払費用 9,228
　　前受収益 2,954
　　給付補てん備金 63
　　金融派生商品 7,625
　　リース債務 323
　　その他の負債 7,748
　賞与引当金 1,557
　退職給付引当金 13,080
　役員退職慰労引当金 895
　睡眠預金払戻損失引当金 1,262
　偶発損失引当金 295
　繰延税金負債 7,463
　再評価に係る繰延税金負債 16,212
　支払承諾 30,182
　負債の部合計 4,829,914
（純資産の部）
　資本金 20,948
　資本剰余金 10,480
　　資本準備金 10,480
　利益剰余金 250,436
　　利益準備金 20,948
　　その他利益剰余金 229,488
　　　圧縮記帳積立金 1,632
　　　別途積立金 214,594
　　　繰越利益剰余金 13,261
　自己株式 △ 5,170
　株主資本合計 276,695
　その他有価証券評価差額金 59,735
　繰延ヘッジ損益 △ 14
　土地再評価差額金 20,658
　評価・換算差額等合計 80,379
　純資産の部合計 357,075
負債及び純資産の部合計 5,186,989

科　　目 金　　額
経常収益  101,546
　資金運用収益 85,751
　　貸出金利息 64,801
　　有価証券利息配当金 20,194
　　コールローン利息 78
　　預け金利息 334
　　その他の受入利息 342
　信託報酬 2
　役務取引等収益 9,994
　　受入為替手数料 4,112
　　その他の役務収益 5,882
　その他業務収益 1,912
　　外国為替売買益 1,035
　　商品有価証券売買益 5
　　国債等債券売却益 833
　　金融派生商品収益 37
　　その他の業務収益 0
　その他経常収益 3,885
　　株式等売却益 2,047
　　金銭の信託運用益 39
　　その他の経常収益 1,798
経常費用  82,718
　資金調達費用 11,006
　　預金利息 9,743
　　譲渡性預金利息 852
　　コールマネー利息 143
　　債券貸借取引支払利息 22
　　借用金利息 26
　　金利スワップ支払利息 37
　　その他の支払利息 181
　役務取引等費用 5,197
　　支払為替手数料 850
　　その他の役務費用 4,346
　その他業務費用 1,363
　　国債等債券売却損 607
　　国債等債券償却 755
　営業経費 49,759
　その他経常費用 15,391
　　貸倒引当金繰入額 13,068
　　貸出金償却 25
　　株式等売却損 88
　　株式等償却 772
　　その他の経常費用 1,437
経常利益  18,827
特別利益  2,995
　固定資産処分益 147
　償却債権取立益 2,828
　その他の特別利益 19
特別損失  980
　固定資産処分損 199
　減損損失 781
税引前当期純利益  20,842
法人税、住民税及び事業税  8,893
法人税等調整額  △ 1,095
法人税等合計  7,797
当期純利益  13,044

科　　目 金　　額
株主資本
　資本金
　　前期末残高 20,948
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 20,948
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 10,480
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 －
　　　当期末残高 10,480
　資本剰余金合計
　　前期末残高 10,480
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 10,480
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 20,948
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 －
　　　当期末残高 20,948
　　その他利益剰余金
　　　退職慰労積立金
　　　　前期末残高 －
　　　　当期変動額
　　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　　当期変動額合計 －
　　　　当期末残高 －
　　　圧縮記帳積立金
　　　　前期末残高 1,570
　　　　当期変動額  
　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 △ 5
　　　　　圧縮記帳積立金の積立 68
　　　　　当期変動額合計 62
　　　　当期末残高 1,632
　　　別途積立金
　　　　前期末残高 205,594
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の積立 9,000
　　　　　当期変動額合計 9,000
　　　　当期末残高 214,594
　　　繰越利益剰余金
　　　　前期末残高 11,527
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △ 2,553
　　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 5
　　　　　圧縮記帳積立金の積立 △ 68
　　　　　別途積立金の積立 △ 9,000
　　　　　当期純利益 13,044
　　　　　土地再評価差額金の取崩 304
　　　　　当期変動額合計 1,734
　　　　当期末残高 13,261
　　利益剰余金合計
　　　前期末残高 239,640
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △ 2,553
　　　　退職慰労積立金の取崩 －
　　　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　　　別途積立金の積立 －
　　　　当期純利益 13,044
　　　　土地再評価差額金の取崩 304
　　　　当期変動額合計 10,796
　　　当期末残高 250,436

科　　目 金　額
自己株式
　前期末残高 △ 5,117
　当期変動額
　　自己株式の取得 △ 52
　　当期変動額合計 △ 52
　当期末残高 △ 5,170
株主資本合計
　前期末残高 265,951
　当期変動額 
　　剰余金の配当 △ 2,553
　　退職慰労積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　別途積立金の積立 －
　　当期純利益 13,044
　　自己株式の取得 △ 52
　　土地再評価差額金の取崩 304
　　当期変動額合計 10,743
　当期末残高 276,695
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 23,339
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,395
　　　当期変動額合計 36,395
　　当期末残高 59,735
　繰延ヘッジ損益
　　前期末残高 △ 16
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1
　　　当期変動額合計 1
　　当期末残高 △ 14
　土地再評価差額金
　　前期末残高 20,963
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 304
　　　当期変動額合計 △ 304
　　当期末残高 20,658
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 44,287
　　当期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,092
　　　当期変動額合計 36,092
　　当期末残高 80,379
純資産合計
　前期末残高 310,239
　当期変動額
　　剰余金の配当 △ 2,553
　　退職慰労積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の取崩 －
　　圧縮記帳積立金の積立 －
　　別途積立金の積立 －
　　当期純利益 13,044
　　自己株式の取得 △ 52
　　土地再評価差額金の取崩 304
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,092
　　当期変動額合計 46,835
　当期末残高 357,075

科　　目 金　額

Mini Disclosure 2010 P17 P18  10.06.09




