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２０２１年度第１四半期決算の概要（単体）

第１四半期決算のポイント

（注）顧客向けサービス業務利益（金融庁定義）＝預貸金利益（貸出金平残×預貸金利回り差）
＋役務取引等利益－営業経費(経費＋退職給付関連費用)

⑤経費 ７７億円（△５億円）
コスト構造改革および店舗戦略に基づく人員配置適正化の進展等
により経費圧縮

預かり資産収益、為替手数料収支などが増加し前年同期比2億円
増加

④役務取引等利益 １７億円（＋２億円）

有価証券利息配当金が増加し、前年同期比2億増加

⑭当期純利益 ２１億円（＋６億円）

③資金利益 ９０億円（＋２億円）

⑧コア業務純益 ２９億円（＋９億円）
※（ ）内数値は前年同期比

・経常収益は、役務取引等収益および有価証券利息配当金の増加などにより、前年同期比５億円増加し１３５億円となりました。

・業務の根幹をなすコアの利益である「コア業務純益」は、資金利益および役務取引等利益の増加に加え、コスト構造改革や店舗戦略に基づく人員
配置の適正化等による経費圧縮などから、前年同期比９億円増加し２９億円となりました。

【 当期純利益の推移 】
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（１Ｑ決算）

（単位：億円）

年度計画に対する
進捗率 ４１％

（単位：億円） 前年同期比
経常収益 ① １３０ １３５ ＋５

② １０３ １０７ ＋４
うち資金利益 ③ ８８ ９０ ＋２
うち役務取引等利益 ④ １４ １７ ＋２

経費（△） ⑤ ８２ ７７ △５
⑥ ４１ ３９ △２
⑦ ３５ ３２ △３
⑧ ２０ ２９ ＋９
⑨ １７ ２９ ＋１１

　有価証券関係損益 ⑩ ０ △２ △３
⑪ ３ ４ +０
⑫ ３ ４ ＋１

経常利益 ⑬ ２０ ２７ ＋６
当期純利益 ⑭ １５ ２１ ＋６

⑮ △2 ５ ＋7顧客向けサービス業務利益(金融庁定義)

うち人件費（△）
うち物件費（△）

コア業務純益（②-⑤）
コア業務純益(除く投資信託解約損益)

　信用コスト(与信関係費用)(△)
　その他臨時損益

２０２０年度
第１四半期

２０２１年度
第１四半期

コア業務粗利益
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Sheet1 (2)

																２０２０年度
第１四半期 ネンド ダイ シハンキ		２０２１年度
第１四半期 ネンド ダイ シハンキ

														（単位：億円） タンイ オクエン						前年同期比 ゼンネン ドウキ

						経常収益 ケイジョウ シュウエキ								①		[DBNum3]130		[DBNum3]135		＋５



						コア業務粗利益 ギョウム アラリエキ								②		[DBNum3]103		[DBNum3]107		＋４

								うち資金利益 シキン リエキ						③		[DBNum3]88		[DBNum3]90		＋２

										貸出金利息 カシダシ キン リソク				④

												うち事業性貸出金利息 ジギョウセイ カシダシ キン リソク		⑤

										有価証券利息配当金など ユウカ ショウケン リソク ハイトウキン				⑤

										預け金利息など アズ カネ リソク				⑥

										預金等利息（△） アズ カネ ナド リソク				⑥

								うち役務取引等利益 エキム トリヒキ ナド リ エキ						④		[DBNum3]14		[DBNum3]17		＋２

										うち預かり資産収益 アズ シサン シュウエキ				⑧

										うち法人関連手数料収支 ホウジン カンレン テスウリョウ シュウシ				⑨

										うち為替手数料収支 カワセ テスウ リョウ シュウシ				⑩

								その他業務利益（除く国債等債券損益） タ ギョウム リエキ ノゾ コクサイ ナド サイケン ソンエキ						⑪		-[DBNum3]25

										うち国債等債券損益 コクサイ ナド サイケン ソンエキ				⑫

										うち金利スワップ等収益 キンリ ナド シュウエキ				⑧

										うち外為損益等 ガイタメ ソンエキ ナド				⑫

						経費（△） ケイヒ								⑤		[DBNum3]82		[DBNum3]77		△５

								うち人件費（△） ジンケンヒ						⑥		[DBNum3]41		[DBNum3]39		△２

								うち物件費（△） ブッケンヒ						⑦		[DBNum3]35		[DBNum3]32		△３

														　

						コア業務純益（②-⑤） ギョウム ジュンエキ								⑧		[DBNum3]20		[DBNum3]29		＋９

						コア業務純益(除く投資信託解約損益) ギョウム ジュンエキ ノゾ トウシ シンタク カイヤク ソン エキ								⑨		[DBNum3]17		[DBNum3]29		＋１１



						　有価証券関係損益 ユウカ ショウケン カンケイ ソンエキ								⑩		[DBNum3]0		△２		△３

						　信用コスト(与信関係費用)(△) シンヨウ ヨシン カンケイ ヒヨウ								⑪		[DBNum3]3		[DBNum3]4		+０

						　その他臨時損益 ホカ リンジ ソンエキ								⑫		[DBNum3]3		[DBNum3]4		＋１

						経常利益 ケイジョウリエキ								⑬		[DBNum3]20		[DBNum3]27		＋６

						　特別損益 トクベツ ソンエキ								⑭		△０		△０		＋０

								うち固定資産減損損失（△） コテイ シサン ゲンソン ソンシツ						㉓

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								⑭		[DBNum3]15		[DBNum3]21		＋６

						顧客向けサービス業務利益(金融庁定義) コキャク ム ギョウム リエキ キンユウチョウ テイギ								⑮		△2		[DBNum3]5		＋7





Sheet1

																２０１９年度 ネンド		２０２０年度 ネンド

														（単位：億円） タンイ オクエン						前年度比 ゼンネン ド

						経常収益 ケイジョウ シュウエキ								①		[DBNum3]559		[DBNum3]499		△６０



						コア業務粗利益（③+⑦+⑪） ギョウム アラリエキ								②		[DBNum3]422		[DBNum3]409		△１２

								資金利益（④+⑤－⑥） シキン リエキ						③		[DBNum3]343		[DBNum3]324		△１９

										貸出金利息 カシダシ キン リソク				④		[DBNum3]280		[DBNum3]276		△３

												うち事業性貸出金利息 ジギョウセイ カシダシ キン リソク		⑤		[DBNum3]64		[DBNum3]66		＋２

										有価証券利息配当金など ユウカ ショウケン リソク ハイトウキン				⑤		[DBNum3]69		[DBNum3]51		△１８

										預け金利息など アズ カネ リソク				⑥		[DBNum3]10		△４		＋１４

										預金等利息（△） アズ カネ ナド リソク				⑥		[DBNum3]6		[DBNum3]3		△２

								役務取引等利益 エキム トリヒキ ナド リ エキ						⑦		[DBNum3]76		[DBNum3]76		△０

										うち預かり資産収益 アズ シサン シュウエキ				⑧		[DBNum3]23		[DBNum3]23		△０

										うち法人関連手数料収支 ホウジン カンレン テスウリョウ シュウシ				⑨		[DBNum3]17		[DBNum3]11		△６

										うち為替手数料収支 カワセ テスウ リョウ シュウシ				⑩		[DBNum3]30		[DBNum3]34		＋４

								その他業務利益（除く国債等債券損益） タ ギョウム リエキ ノゾ コクサイ ナド サイケン ソンエキ						⑪		[DBNum3]1		[DBNum3]9		＋７

										うち国債等債券損益 コクサイ ナド サイケン ソンエキ				⑫		[DBNum3]34		△９		＋４４

										うち預かり資産収益 アズ シサン シュウエキ				⑧		[DBNum3]23		[DBNum3]23		△０

										うち外為損益等 ガイタメ ソンエキ ナド				⑫		[DBNum3]1		[DBNum3]4		[DBNum3]3

						経費（△） ケイヒ								⑬		[DBNum3]340		[DBNum3]329		△１１

								うち人件費（△） ジンケンヒ						⑭		[DBNum3]170		[DBNum3]162		△７

								うち物件費（△） ブッケンヒ						⑮		[DBNum3]149		[DBNum3]145		△３

														　

						コア業務純益（②-⑬） ギョウム ジュンエキ								⑯		[DBNum3]81		[DBNum3]80		△１

						コア業務純益(除く投資信託解約損益) ギョウム ジュンエキ ノゾ トウシ シンタク カイヤク ソン エキ								⑰		[DBNum3]76		[DBNum3]82		[DBNum3]5



						有価証券関係損益 ユウカ ショウケン カンケイ ソンエキ								⑱		[DBNum3]31		△２０		△５１

						信用コスト(与信関係費用)(△) シンヨウ ヨシン カンケイ ヒヨウ								⑳		[DBNum3]69		[DBNum3]113		＋４３



						経常利益 ケイジョウリエキ								㉑		[DBNum3]38		△５６		△９４

						特別損益 トクベツ ソンエキ								㉒		△４		△２２		△１８

								うち固定資産減損損失（△） コテイ シサン ゲンソン ソンシツ						㉓		[DBNum3]0		[DBNum3]7		＋６

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								㉓		[DBNum3]25		△５５		△８０

						顧客向けサービス業務利益(金融庁定義) コキャク ム ギョウム リエキ キンユウチョウ テイギ								㉔		[DBNum3]4		[DBNum3]11		＋６
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本資料には、将来の業績に係る記述が
含まれておりますが、こうした記述は、
将来の業績を保証するものではありません。
将来の業績は、経営環境等の変化等に

より異なる可能性がありますのでご留意
ください。

＜本資料に関するお問い合わせ先＞
東邦銀行 総合企画部

TEL ０２４－５２３－３１３１
FAX ０２４－５２４－１４２５
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