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はじめに
日頃、皆さまにはみちのく銀行へのご愛顧ご支援を賜

り、厚くお礼申し上げます。

当行は、平成17年5月20日、東北財務局長から銀行

法、保険業法、証券取引法に基づく業務改善命令、およ

び金融庁長官から個人情報保護法上の勧告を受けまし

た。当行を信頼してお取引いただいているお客さまなら

びに株主さま、関係する皆さま方に、ご心配とご迷惑を

お掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

当行は、過去2度にわたり、法令等遵守に関する業務

改善命令を受け、これまで法令等遵守態勢の確立に向け

た諸施策を実施してまいりましたが、今般の金融庁検査

ならびにその検査結果に基づく報告等を通して、前回業

務改善命令を受けた以降も不祥事が多発し、業務運営上

の不適切な事例も発生していたことから、業務改善計画

の実効性が確保されておらず、未だに法令等遵守態勢お

よび経営管理態勢に問題があると判断されたものであ

り、また、内部管理態勢および個人情報管理態勢につい

ても、役職員の法令等遵守に対する認識や、本部・営業

店における相互牽制が不十分であると判断されたものと

認識しております。

当行は、今回の業務改善命令および勧告を厳粛に受け

止め、健全かつ適切な経営を確保できるよう、法令等遵

守態勢および経営管理態勢等の確立に向けて、全役職員

一丸となって誠実に取り組んでまいります。

まずはこの場をお借りしまして、社会的責任と公共的

使命の重みを常に認識すべき金融機関としての理念に立

ち返り、当行の経営方針を改めて見つめてまいりたいと

存じます。その後に、平成16年4月からの中期経営計

画の展開についてご報告申し上げ、資産内容の健全化へ

の取り組みのご説明、当期の業績および今後の取り組み

についてお伝えさせていただきます。

■■ 当行の基本的経営方針
当行が目指しているのは、地域の皆さまに信頼され、

お役に立つ『家庭の銀行』です。社会構成の最小単位で

ある家庭から必要とされる存在として、お客さまのライ

フスタイルに応じた銀行の諸機能・サービスのきめ細か

な提供や、豊かな生活設計のための積極的なお手伝いを

させていただくことで、地域社会の繁栄を築いていく。

これが当行の『家庭の銀行』の考え方です。

この基本理念を具現化していくために当行は、各商品

の開発、サービス機能の充実、営業体制の整備などに積

極的に取り組んでいくとともに、銀行という公器に求め

皆さまへのメッセージ

代表取締役頭取

杉本 康雄

られる社会的責任の認識にあたって、常にこの経営方針

を念頭に置いてまいります。

■■ 中期経営計画の展開
当行は、平成16年4月より平成19年3月までの3カ年に

わたる中期経営計画を推進中であり、平成17年度はその2

年目となります。この計画の推進において背景となる地方

銀行の経営環境については、下記の状況があげられます。

〈地方銀行の経営環境〉

こうした状況のもとで当行は、地元の個人取引と中小

企業取引を両輪として『家庭の銀行』を基軸に展開して

いくリテール戦略、そして中小企業の活性化・再生を支

援する「リレーションシップバンキング機能」の充実と

いう2つの基本方針に沿って、収益力の強化と地域活性

化への貢献を果たしてまいります。

このための重点課題として、まず収益力の向上に向け

て、強化すべき中核業務である「個人ローン」「預金お

① 預貸金業務収益の伸び悩み�

　 ・長期不況や構造的要因による地元企業貸出�
　   マーケットの減少�

　 ・余資運用レートのゼロ金利水準推移�

② メガバンクによるリテール戦略強化�

　 ・メガバンクの地方進出による競争激化の可能性�

③ 平成17年4月以降のペイオフ解禁拡大�

　 ・お客さまによる銀行選別傾向が強まる�

　 ・従来以上に健全性、収益性、信頼性が求められる�

�



中期経営計画（平成16年4月～平成19年3月）�

現状認識（地方銀行の経営環境）�

預貸金業務�
収益の伸び悩み�

メガバンクによる�
リテール戦略強化�

平成17年4月以降の�
ペイオフ解禁拡大�

重 点 課 題 �重 点 課 題 �

リテール取引の強化とコスト削減に�
よる収益力の向上�

内部管理態勢（コンプライアンス・�
リスク管理）の強化�

《目指すべき企業像》�
● 革新的ですぐれたリテールサービスの実現と�
　 地域における抜群の信頼性の確立�

● 低コスト高収益構造の企業体質と�
　 健全性の一層の向上�

● 一人ひとりの最大限の能力発揮と�
　 環境変化に迅速に対応する組織づくり�

人材の育成（業務別エキスパート�
養成・レベルアップ研修）�

基本方針�
・「家庭の銀行」リテール戦略の展開�
・リレーションシップバンキング機能充実�
収益力の強化と地域活性化への貢献�

行動指針�
満足度の高いサービスの提供と、�

保険・証券等の新規商品を含めた業務知識を�
充実させたエキスパートを目指す�

中核業務強化戦略�

■ コア業務純益 ＝（業務純益）－（債券５勘定尻）＋（一般貸倒引当金繰入額）�
■ コア業務粗利益 ＝（業務粗利益）－（債券５勘定尻）�
■ OHR［Over Head Ratio］＝（経費）÷（コア業務粗利益）�
　 ※ 粗利益経費率。粗利益を上げるためにどれだけ経費をかけているかを示す。�

■ ROA［Return On Assets］＝（コア業務純益）÷（総資産平残）�
 　※ 総資産利益率。資産をいかに有効に使い収益を生み出しているかを示す。�
■ ROE［Return On Equity］＝（コア業務純益）÷（自己資本）�
　 ※ 資本利益率。資本をいかに有効に使い収益を生み出しているかを示す。�

《計画最終年度目標数値》�
① コア業務純益　　　　　　110億円以上�
② OHR（コア業務粗利益ベース）　70％以下�
③ ROA（コア業務純益ベース）　0.5％以上�
④ ROE（コア業務純益ベース） 　10％以上�
⑤ 自己資本比率　　　　　　　11％以上�
　 うちTier1比率　　　　　　10％以上�
⑥ 不良債権比率　　　　　　　5％以下�

個人ローン、預かり資産、企業融資、事務管理を中核業務として�
重点的に強化を図り、収益力の向上を実現する�
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■■ 資産内容の健全化
当行は、平成17年4月1日のペイオフ解禁拡大を機に、

資産内容のより一層の健全化と財務体質の改善を実現する

ため、将来において発生する可能性のある下記のリスクに

ついて、次のとおり前倒しで処理いたしました。

●底入れ感の見えない地方経済の状況に対応し、将来発生

する可能性がある貸倒れリスクに備え、当期の自己査定

の債務者区分認定を厳格かつ保守的に対応するととも

に、将来的な不動産担保価値の下落リスクに対応し、担

保価値を保守的に見積もりいたしました。このために貸

倒引当金の大幅な積み増しを行い、与信費用総額は当初

計画を105億円上回る150億円となりました。

●将来の金利上昇リスクに対応し、今後安定した収益を

確保できる財務体質にするために、大きく含み損を抱

えた有価証券を売却し、32億円の売却損を計上いた

しました。

■■ 当期の業績について
当期は、コア業務純益が75億円と、経営効率化の推進

により収益力が大幅に改善いたしました。しかしながら、

上記のとおり、資産内容のより一層の健全化と財務体質の

改善に取り組みました結果、経常損失96億円、当期純損

失94億円の赤字決算となりました。赤字決算とはなりま

したが、有価証券含み損益については、前期のマイナス

21億円から92億円増加し、プラス71億円と財務体質の

大幅な改善を示しており、また、銀行の健全性の尺度であ

る自己資本比率については、単体ベースで10.48％と、

引き続き十分な健全性を確保いたしております。なお、当

期未処理損失については、任意積立金の一部を取り崩し、

翌期に繰り越さないことといたしております。

従いまして、来期以降につきましては、経営効率化の徹

底等による収益力の強化および財務内容の一層の健全化が

実現できるものと確信しております。

■■ 今後の取り組みについて
当行は、今後とも新たな不良債権発生を抑制していくた

めに、審査・管理体制の厳格化を図ってまいります。同時

に、前述の中期経営計画に沿った収益力の強化を展開しつ

つ、営業店業務の再構築や店舗・ATMネットワークの見

直しを中心とする経営効率化への取り組みを推進し、継続

的な安定収益を確保してまいります。

冒頭に申し上げました、個人情報保護法上の勧告につき

ましては、折しも平成17年4月1日より個人情報保護法が

施行されるなか、金融機関としてあるまじき過失であり、

お客さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを重ねてお

詫び申し上げます。当行は、事態を厳粛に受け止め、この

ような不祥事を二度と起すことがないよう、今後、全行を

挙げてセキュリティ対策の徹底を図るとともに、個人情報

保護の強化と従業員教育の再徹底を図ることにより再発防

止に努めてまいります。

また、お客さまや株主の皆さまにご安心いただけるよう、

社外取締役および外部有識者を加えた「業務監視委員会」

を設置し、外部の視点から法令等遵守態勢およびリスク

管理態勢を中心とした業務運営の適切性のチェック体制

を構築してまいります。

今後、全役職員が一丸となって、お客さまならびに株主

の皆さまからの信頼回復、そして業績の向上に向けて誠心

誠意全力を尽くしてまいる所存でございますので、何卒引

き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役頭取

よび預かり資産（投資信託、保険等）の増強」「中小企

業融資」といったリテール取引の推進と、経費の削減に

取り組んでおります。重点課題の2点目としては、お客

さまからの信頼をより強固にしていくために、「コンプ

ライアンス」「リスク管理」の強化による健全性・信頼

性の向上に努めております。そして3点目に、銀行業務

の多角化、顧客ニーズの多様化および高度化に対応した、

的確なサービスの提供を可能とする人材育成に注力して

おります。

この中期経営計画においては、下記の図に示すとおり、

コア業務純益をはじめとする目標数値を掲げており、最

終年度である平成19年3月期における達成を目指して

おります。計画初年度の進捗状況として、当期における

実績は下記のとおりとなっております。

① コア業務純益 75億円

② OHR（コア業務粗利益ベース） 78.0％

③ ROA（コア業務純益ベース） 0.4％

④ ROE（コア業務純益ベース） 8.2％

⑤ 自己資本比率 10.48％

うちTier1比率 8.74％

⑥ 不良債権比率 6.3％

15年度�
実績�
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実績�

17年度�
（計画）�
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コア業務純益および経常利益の推移と計画�
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お客さまに支えられている存在としての自覚と誇りを持ち
早期の信頼回復を目指してまいります。
【対談】代表取締役会長 上杉純雄・代表取締役頭取 杉本康雄

信頼回復を最優先課題として取り組み、
『家庭の銀行』としてのリテール戦略を拡大

杉本頭取 当行にお寄せいただく多くのご叱責やご意

見、今後の経営に対するご注視のなか、頭取の大役を

務めさせていただくうえで念頭に置いていることは、

「まず、最優先に取り組むべきことは、お客さまからの

信頼を取り戻していくことであり、それをベースにし

たうえで、従来のやり方を踏襲したリテール戦略をさ

らに拡大しながら、『家庭の銀行』としてより親しみや

すい銀行になっていくことである」と考えています。

上杉会長 同感です。当行ではこの度の新経営体制か

ら、頭取に全ての執行業務を任せ、会長職としては銀

行全体の経営体制の

あり方を主管してい

く形で役割を分担し

ていきますが、信頼

回復という最優先課

題には二人三脚で取

り組んでいきたいと

考えています。

一連の問題が招い

た当行への信頼失墜

に対しては、これか

らの「新しいみちのく」作りに粉骨砕身努力して、そ

の実績でお応えしていくしかありません。そのために

は、まず、杉本頭取と私の2人で、遅くとも9月までに

はすべての支店を回り、お客さま、そして現場の生の

声に耳を傾けていきます。それを踏まえたうえで、当

行の経営のあり方についてさらに突っ込んだ方針を打

ち出していきたいと考えています。

杉本頭取 「お客さ

ま第一」という原点

に戻っての再スター

トに加え、組織を活

性化することも大き

な課題です。行員が

働きやすい職場作り、

公平感のある処遇と

いったことへ従来以上に取り組んでいきたいと考えて

います。現場からの声が経営陣へストレートに届く風

通しの良さが当行には必要です。お客さまの声が経営

に反映できるような態勢でなくてはなりません。

上杉会長 お客さまの声に敏感な銀行にならなくては

いけませんね。その生の声が経営陣に伝わる仕組み作

りについては、これから本部スタッフと十分な議論を

交わしていきます。

地域とともに歩む銀行として

従来以上に中小企業向け融資を強化

杉本頭取 現在お客さまから寄せられている声の中に

は、「今回の決算における赤字や経営体制が刷新された

ことによって、中小企業向け融資の審査が厳格化し、

融資を受けられなくなるのではないかという心配があ

る」ということを聞いています。

この件に関して申し上げますと、中小企業向け融資

をこれまで以上に注力していく考えであり、そのため

に組織的な強化も図っていきます。具体的には、支店

長の融資権限を改定して、より地域の皆さまのニーズ

に即した対応ができるように取り組んでいきます。特

に当行の主要基盤となる地区にはそれぞれ執行役員を

配置して、多くの融資案件をよりスピーディーに決裁

できる体制を取り、中小企業のお客さまが「相談しや

すくなった」と実感していただけるよう、顧客志向を

強化していきます。

また、これまで推進してきた地域社会への貢献活動

や海外業務などに関しても、経営体制の刷新によって

スタンスを変えるようなことはありません。これまで

進めてきた流れの中で、引き続き取り組んでいく考え

です。

上杉会長 当行は地域とともに歩むことで存在してき

た銀行であり、今後も地域から乖離した経営を行うこ

とはあり得ません。また、海外業務は当行にとって大

きな特色であり、財産であるとも言えます。この財産

をいかに活かしていくかという判断のもとに、さまざ

まな方針を検討していくことになります。

透明度の高い、開かれた銀行

親しみやすく、相談しやすい銀行

上杉会長 みちのく銀行という銀行が単独でこの世の

中に存在しているわけではありません。地域の皆さま

のご愛顧、株主の皆さまのご支援のもとに、全行員が

努力することで初めて存在していくことができるとい

う自覚と誇り、これを常に認識していくことが大事な

のではないでしょうか。そうした認識を持ち、業績の

向上を目指し、地域貢献を中心とする社会的役割も果

たしていく。私たちが進んでいく方向はそれしかない

と思います。

当行との関係をお持ちいただくステークホルダーの

皆さまには、これからの当行が透明度の高い、開かれ

た銀行になっていく様子をどうか見守っていただきた

いと望んでいます。

杉本頭取 その通りですね。私はそれに加えて、「みち

のく銀行は以前よりも親しみやすくなった、相談しや

すくなった」とお客さまに言っていただけるように、

全行員で力を合わせ、新しいみちのく銀行を作ってい

きたいと思っています。

そのためには、行員一人ひとりが真摯に取り組まな

ければなりません。私自身も誠実をモットーに、全力

を尽くしています。

上杉会長 私のモットーは「ネアカ、のびのび、へこ

たれず」です。知恵を出し、汗をかいて、全行員とと

もに邁進していく所存です。

当行における不祥事の頻発により、お客さまならびに株主の皆さまには多大なご迷惑とご心配をお掛
けしております。当行は、関係省庁からの業務改善命令および勧告を受け、社会に信頼されるべき存
在としての銀行の原点に立ち戻るべく経営体制を刷新し、一刻も早い信頼回復に向けて努力しており
ます。
ここにお届けする対談は、平成17年6月29日に就任した代表取締役会長 上杉純雄、代表取締役頭取
杉本康雄の両名が、当行の経営改革に向けた不退転の決意と今後の方針について、確認し合った内容
をまとめたものです。

新会長・新頭取対談
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本誌に掲載してある計数は、原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しております。
本誌は銀行法第21条に基づいて作成したディスクロージャー資料です。

6

代表取締役会長 上杉純雄
昭和23年10月4日生まれ

昭和46年 早稲田大学法学部卒業、株式会社富士銀行入行

資金証券部次長、武蔵小杉支店長、証券部副部長、個人部長、取締役福岡支店長を経て、

平成12年 常務執行役員個人グループ長兼アセットマネジメントグループ長

平成14年 ユーシーカード株式会社取締役社長

代表取締役頭取 杉本康雄
昭和22年2月27日生まれ

昭和44年 高崎経済大学経済学部卒業、株式会社弘前相互銀行入行

当行根城支店長、国道支店長、取締役業務推進部長を経て、

平成12年 常務取締役人事部長

平成16年 みちのくユーシーカード株式会社代表取締役社長

平成17年 みちのくカード株式会社代表取締役社長

もう一度パワーを引き出すために

全行員が一致団結して、組織を活性化

杉本頭取 最後に、行員に向けてのメッセージを述べ

させていただきます。今回のさまざまな出来事で、現

場での苦労は非常に大きいものであったと察していま

す。しかし、ここで経験したつらさを無駄にせず、今

までと違う、新しい銀行をみんなで作り上げるんだと

いう熱意を持って一致団結してください。みちのく銀

行は本来大きなパワーを持った銀行です。それをもう

一度引き出すため一緒に努力していきましょう。

上杉会長 働いている人に対する人事は、「公平無私」

であることが非常に重要です。そこには、「正々堂々と

取り組み、いかにお客さまの役に立ち、業績に貢献した

か」という尺度だけが存在すべきであると考えます。

もう一つの重要なポイントとして、私は経営陣の意思

決定の過程を、できるだけ行員が情報として共有化でき

るようにしていく考えです。江戸時代後期の米沢藩主で

あった上杉鷹山は、その藩政において組織を活性化させ、

モチベーションと求心力を高めていくためのポイントと

して「情報の共有化」と「十分な議論」ということを挙

げています。杉本頭取と行員の皆さんとともに、私自身

もこれに取り組んでいきたいと思います。
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リレーションシップバンキングとは？�
　金融機関がお客さまとの間で親密な関係を継続的に維持してい

くことにより、お客さまに関する情報を蓄積し、この情報をもとに

貸出金等の金融サービスの提供を行っていくビジネスモデルの

ことを指し、地域と密着した経営の手法そのものを「リレーション

シップバンキング」と言います。�

強化計画の進捗状況は？�
　下記の進捗概況の通り、地域中小企業の再生ならびに地域経済の活性化を図るための行内態勢整備に取り

組むとともに、新たな中小企業金融の強化に資する商品発売に向けた取り組みを行ってまいりました。また、中小

企業金融の再生等に資する的確な知識を有するため、行内における集合研修や、外部の専門性の高い研修にも

積極的に行員を派遣しております。�

　現在、リレーションシップバンキングを継続的に推進してい

くための態勢等はほぼ整備されたものと評価しており、さら

なる体制整備ならびに具体的な取り組み策の遂行が今後の

課題であると認識しております。今後とも、具体的な取り組み

策の着実な遂行を目指して取り組んでまいります。�

リレーションシップバンキングがもたらすものは？�

みちのく銀行の取り組みは？�

機能強化計画の概要�

　リレーションシップバンキングの機能を継続的に推進していくことで、地域金融機関の使命であります地域中小

企業の皆さまの経営支援ならびに地域経済の活性化を目指してまいります。また、リレーションシップバンキング

の機能強化計画の具体策を実行していくことで、不良債権処理を着実に進め、経営の健全性の確保・収益性向上

を図ってまいります。�

　金融庁のアクションプログラムに基づき、下記の「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を策定し、平

成15年4月より積極的な取り組みを継続しております。�

�（１）中小企業金融の再生に向けた取り組み�

①創業・新事業支援機能等の強化�
　行内支援体制の強化、人材育成を図るとともに、
産官学とのネットワークの構築や政府系金融機関
等との連携を深めながら、創業支援・新事業支援機
能等に対する取り組みを強化してまいります。�
�
②お取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化�
　人材教育を強化していくとともに、全国地方銀
行協会の情報ネットワークの有効活用等を通じて、
経営支援に寄与できるような行内支援体制を構築
し、お取引先企業に対する経営相談、企業再生に向
けた取り組みを強化してまいります。�
�
③早期事業再生に向けた積極的な取り組み�
　金融庁から提示されている各種企業再生スキー
ムに対する分析、研究を加えながら、お取引先企業
にとってどのような対応が有効なのかを個別に検
討してまいります。�
�

④新しい中小企業金融への取り組みの強化�
　当行の信用リスク管理手法の高度化を図るとと
もに、新たな中小企業の資金調達手段の研究、開
発に取り組んでまいります。�
�
�（2）健全性確保、収益性向上等に向けた取り組み�

①資産査定、信用リスク管理の厳格化�
　従来からの厳格な資産査定の実施を継続してい
くとともに、より一層の信用リスク管理の高度化に
向けて取り組んでまいります。�
�
②収益管理態勢の整備と収益力の強化�
　当行の健全性を維持、向上していくため、収益管
理態勢のより一層の高度化に向けて取り組んでま
いります。�
�
③地域貢献に関する情報開示等�
　当行が実施しております地域貢献活動につきま
しては、これまで以上にわかり易く情報開示ができ
るように取り組んでまいります。�

リレーションシップバンキング機能強化計画�

1．創造・新事業支援機能等の強化�

①　審査態勢の強化ならびに経営改善支援を目的として、
営業店巡回制度の導入、審査管理部地区駐在の配置を行
うなど審査態勢の再構築を行い、その定着化を図りました。�
�
②　企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育
成を目的とした行内集合研修の実施、行外研修派遣を計
画的に行っております。�
�
③　産官学ネットワークの連携構築に向けた各種セミナ
ーへの参加、政府系金融機関等との業務協力協定を締結し、
連携強化に向けて取り組んでおります。�

4．新しい中小企業金融への取り組みの強化�

①　キャッシュ・フローを重視し、担保・保証に依存するこ
との無いような取り組みとするため、信用リスク管理の高
度化に向けた取り組みを行っております。�
　また、平成15年4月より青森県信用保証協会と提携した、
無担保・第3者保証不要の「みちのくビジネスローン」、平
成16年6月より当行独自の信用格付けモデルを審査基準
とした「みちのくビジネスローンⅡ」の取り扱いを開始して
おります。また、過度の第3者保証人を付すことの無いよ
う規程の改定を行いました。�
�
②　地場の税理士・公認会計士とのネットワークを構築し、
財務諸表の精度が相対的に高い企業への積極的な対応を
推進していくため、平成15年11月より「みちのくTKC戦
略経営者ローン」の取扱いを開始し、平成16年7月には、
同商品の融資金額、期間拡大を行いました。�
　また、平成16年4月より東北税理士会との連携による
貸出金利優遇措置を行っております。�

2．お取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化�

①　地銀情報ネットワークの活用強化等を図るとともに、
法人向け会員組織「みちのくビジネスクラブ」のサービス
内容の充実に取り組んでおります。�
�
②　要注意先債権等の健全債権化等への取り組みを強化
するための審査管理態勢を整備し、お取引先への直接訪
問する体制の定着化を図っております。�
�
③　お取引先に対する経営支援、経営相談のできうる人
材育成を目的として行内集合研修の実施、行外研修派遣
を計画的に行っております。�

3．早期事業再生に向けた積極的な取り組み�

①　お取引先企業の企業再生強化に向けた態勢整備を図
るとともに、お取引先ごとの再生手法の検討を行い、具体
的な対応について検討を行っております。�
�
②　事業再生支援に関する的確な対応ができる人材の育
成を目的とした行内集合研修、行外研修派遣を計画的に
行っております。�

5．顧客への説明態勢の整備、苦情相談処理機能の強化�

①　銀行が整理すべき与信取引に係る説明態勢の整備、
確立に向けた検討を行い、各種規程等の改定ならびに策
定を行っております。�
�
②　苦情処理等の早期解決と顧客サービスのより一層の向
上に向けた体制整備を行っています。また、苦情等の未然
防止に向けて各種マニュアルの制定、改定を行っております。�

経営改善支援取り組み実績の推移�（単位：件数）�

147 145 137
正常先 ●�

要注意先 ●�

破綻懸念先 ●�

実質破綻先 ●�275

514

1,578

12,507

286

568

1,479

10,907

289

623

1,479

10,220

275

514

1,578

12,507

286

568

1,479

10,907

289

623

1,479

10,220

　  うち�
  ●● 経営改善�
 　　 支援取り組み先�

平成15年4月末� 平成16年3月末� 平成17年3月末�
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CSRマネジメント ①リスク管理�

信用リスク管理�

　信用リスク管理については、従来からの個別案件ご

との厳格な審査・管理手法に加え、行内信用格付制度

の施行および地銀共同開発の「信用リスク定量化シ

ステム」を導入し、ポートフォリオ管理の構築に取り組

んでおります。�

みちのく銀行の経営に伴うリスク管理には�
どのようなものがありますか？�

　金融機関にとって、業務の多様化に伴う各種リスクのコントロールは重要な経営課題となります。当行の経営において

は、下記に示すようなさまざまなリスクに直面する可能性を常に含んでおり、これらの情報を一元管理しております。�

みちのく銀行はどのような体制で�
リスク管理していますか？�

　銀行業務の多様化に伴い、銀行が直面するリスクもますます複雑化しております。このような環境下にあって、各種リス

クの的確な把握と適正なコントロールが重要な経営課題であると考えております。�

　このため、当行が抱える各種リスクを一元管理するため、リスク管理の統括部署として「リスク統括部」を設置しており

ます。また、本部各部が銀行全体のリスク管理について横断的に協議検討を行うことを目的として「リスク管理委員会」を

設置し、リスク管理態勢の強化等内部管理態勢の強化に取り組んでおります。�

　このほか、「業務監視委員会」を設置し、リスク管理状況について監視する体制とし、経営の健全性、安定収益の確保を

図っております。�

　企業がその事業活動に社会的公正や倫理、環境への配慮を取り入れ、「顧客・消費者」「お取引先」「株主・投資家」「金融機関」

「従業員・求職者」「地域社会」などの多様化したステークホルダーに対して責任ある行動をとるという考え方、それがCSRです。�

　社会との強固な関係性を築くことで、企業が社会におけるサスティナビリティ（持続可能性）を高めていくことがCSRの目

的です。各企業がCSRへの取り組みを活発化させることにより、豊かな社会の実現と産業・経済の発展を両立することが期待

されています。�

みちのく銀行のCSRマネジメント�
CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）とは？�

　事務処理に伴う事務ミスやシステム障害などによ

る事故発生を未然に防止するため、内部監査体制の

充実と強化に努めるとともに、システムに係る外部監

査を受け、リスク管理の徹底を図っております。�

事務リスク・システムリスク管理�

市場・流動性リスク管理�

　市場リスク管理においては、リスクをとり得る上限

枠（リスクリミット枠）と有価証券残高および為替持高

の上限枠（ポジション枠）を定める等、不測に大きな損

失が起きないようにリスクを注視・コントロールし、リ

スク管理の充実に努めてまいります。�

　また流動性リスクにおいても、市場性資金の運用・

調達、大口資金の移動、支払準備額等を管理し、適切

かつ安定的な資金繰りを維持するよう心がけており

ます。�

　各種法令や行内ルールをいかなる場合も遵守する

ことを基本方針と定め、銀行経営ならびに業務運営

全般について、健全かつ適切に行うよう努めてまいり

ます。当行は、平成17年6月20日付で東北財務局長

に提出した「業務改善計画」に基づき、コンプライア

ンスに関する指針について、12ページに示す改善を

実行しております。�

法務リスク管理�

リスク管理体系�

経営会議�

取締役会�

営業店・連結対象子会社等�

本　　　部�

監
査
部
（
内
部
監
査
部
署
・
取
締
役
会
直
轄
）�

リスク管理委員会�

リスク統括部�

業務監視委員会�

信用リスク� 市場関連リスク� 流動性リスク� 事務リスク� システムリスク� 法務リスク�

リ
ス
ク
の
種
類�
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みちのく銀行はコンプライアンス（法令等遵守）について
どのような指針を設けていますか？

多くのお客さまから大切なお金を預り、安全かつ健全に地域社会のため役立たせる役割を担っている当行にと

って最も重要なことは、お客さまや地域社会から信頼・信用を得ることです。一日も早く、皆さまからの信望を

取り戻すことができるよう、コンプライアンスについて徹底した取り組みを実践しております。

当行は、平成17年6月20日付で東北財務局長に提出した「業務改善計画」に基づき、コンプライアンスに関

する指針について以下の改善を実行しております。

●●金融商品に関する勧誘方針について
お客さまへの勧誘の指針として、「金融商品に関する勧誘方針」を定め、お客さまのニーズに合った営業活動を

行っております。

取締役会の機能及び監査役監査機能の充実・強化を図るとともに、コンプライアンス委員会の体制を強化
し（委員長に頭取、副委員長に企画部門担当役員）、改めて経営陣自らが誠実かつ率先垂範して法令等遵守に
取り組む経営姿勢を明確にいたします。
なお、経営陣及びコンプライアンス委員会における法令等遵守の取り組み状況については、「業務監視委員
会」が監視することといたします。

経営陣が誠実かつ率先垂範して法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化

経営陣が率先垂範して法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化に加え、全行的な法令等遵守態勢の確立を
図るため、リーガル・チェックの実効性向上、コンプライアンス統括部署の機能充実、営業店における相互
牽制機能の強化・充実を図ってまいります。
また、これまでの業務推進に偏重した目標管理的な人事評価制度を、法令等遵守に配慮した制度に改める

など、人事管理の見直しにも取り組んでまいります。

全行的な法令等遵守態勢及び適切なリスク管理態勢の確立

監査部の組織上の位置付けを頭取から取締役会の直轄へと改め、内部監査部門の独立性を確保しつつ、内
部監査機能の充実を図ることにより、不祥事の再発防止をはじめ内部監査を通じた法令等遵守態勢の強化に
取り組んでまいります。

内部監査態勢の抜本的見直し

全行的な法令等遵守態勢の確立に向けた改善計画を着実に実施するとともに、コンプライアンス統括部署
及び内部監査部門の機能強化を図るほか、不祥事が発生した場合は内外に事実を公表し、不祥事の再発防止
策の実効性確保に取り組んでまいります。
また、不祥事発生時の対応にあたる所管部署を複線化し、相互牽制態勢を強化するとともに、コンプライ

アンス委員会への付議に際し顧問弁護士の意見を徴すること、及び不祥事が発生した場合の当局に対する正
確かつ速やかな報告・届出態勢等について、内部規程に明文化いたします。

不祥事の再発防止策及び不祥事発生時の対応の抜本的見直し

みちのく銀行は、次の5つの項目を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行います。

① お客さまの知識や経験および財産の状況に応じた、適切な金融商品をお勧めいたします。

② お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分ご理解いただ

けるよう、説明に努めます。

③ 断定的判断を申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客さまに誤解を招くような説明や勧誘は

行いません。

④ お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などで勧誘を行いません。

⑤ 本勧誘方針に沿った適正な説明や勧誘を行うために、研修体制の充実や行内ルールの整備などに努めます。

金融商品に関する勧誘方針

なお、「業務改善計画」には、適切な保険募集及び投資信託等の勧誘を確保するための法令等遵守態勢及び内部管理
態勢の整備・確立として、下記の改善を掲げております。
■保険募集における非公開情報保護措置、銀行取引に影響を与えないことの書面による説明義務の徹底
■証券外務員の管理態勢の強化及び投資信託等の勧誘・販売体制の見直し
■保険募集や投資信託等の勧誘に係る内部監査機能の強化

個 

人�

運転免許証・各種健康保険証等の原本の提示�

商業登記簿謄本等の原本の提示� お取引（ご担当）者の本人確認�

本
人
確
認
完
了�

法 

人�

本人確認の流れ

平成14年4月22日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」（「本人確認法」）が成立し、平成15年

1月6日から施行されました。

銀行が、お客さまとお取引を開始するときや大口の現金取引を行うときに、お客さまがご本人であることを運転免

許証や各種健康保険証などで確認させていただくための手続きをお願いいたしておりますが、その手続きを拡充、義

務化したのがこの法律であり、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられて

おります。

同法律の目的は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金といった犯罪行為に関連する金融取引において

金融機関が悪用されることを防止することにあります。

これからも、当行は犯罪目的に関わる金融取引を締め出し、金融機関に対する社会的信頼向上に努めてまいります。

●●本人確認について
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CSRマネジメント④個人情報保護

みちのく銀行ではコーポレートガバナンスの重要性について
どのように認識していますか？

「企業統治」という言葉に訳されるコーポレートガバナンスは、企業価値（＝株主価値）を維持・増大するため

の経営の仕組みを構築・運用することを指します。日本ではこれに加えて、法令等の遵守や経営の健全性を監視

する仕組みについても、コーポレートガバナンスの概念に含まれるものと受け止められています。

多くのお客さまからご信頼いただき、お金をお預りすることで成り立つ事業として、金融機関におけるコーポ

レートガバナンスには、一般企業以上に厳格な取り組みが求められるべきものと認識しております。

当行では、これまでのコーポレートガバナンスの機能不十分を深く反省し、平成17年6月20日付で東北財務

局長に提出した「業務改善計画」に基づき、取締役会や監査役による経営監視・牽制が適正に機能するための組

織・体制の抜本的改革を実行いたしました。

具体的には、新経営体制として、取締役会の少数化（5名減）による取締役会での実質的かつ活発な議論ができ

る体制を確立するとともに、監査役を1名増員し、経営監視態勢の強化を図ることといたしました。また、新たに

「執行役員」制度を導入することで、取締役の意思決定と執行役員による業務執行とを分離し、権限と責任の明確

化を図ってまいります。

取締役会および監査役が本来的な機能を発揮するため、新取締役（非常勤）2名と監査役をすべて社外から招聘

し、経営監督の強化を図るほか、社外取締役および外部有識者を構成メンバーに加えた「業務監視委員会」を設

置し、外部の視点から法令等遵守態勢を中心とした業務運営の適切性についてのチェック体制を構築してまいり

ます。

顧客情報の流出を防ぐために、みちのく銀行ではどのような
対策をとっていますか？

平成17年4月、当行におけるお客さま情報が記録された

CD-ROM（バックアップ用）3枚の紛失が判明いたしまし

た。これにつきましては、当行内において誤って廃棄した

可能性が高いと認識しておりますが、仮に、CD-ROMが

外部へ流出したとしましても、パスワード等によるセキュ

リティ対策を講じているため、お客さま情報の漏えい懸念

は極めて低く、本件によるお客さま情報の二次被害等の恐

れはないものと思われ、また、現在のところ二次被害等の

事実は確認されておりません。

本件の発生については、当行内における部門間の情報関

連電子媒体の授受確認が不明確で、相互牽制が機能しなか

ったことが原因と考えております。「個人情報保護法」施行後にこのような事態を招いてしまったことにつきまし

て、当行は真摯に受け止め、今後、本件CD-ROM（バックアップ用）を各部へ送付せず、事務システム部で一括

管理することといたしました。

その後、平成17年6月20日付で金融庁長官に提出した「個人情報保護法に基づく勧告に対する報告書」に基

づき、「個人データに係る安全管理措置の実効性の確保」「従業者に対する監督の徹底を含む顧客情報管理態勢の

確立」について、下記の通り実施しております。

個人データ紛失事故の再発を防止するため、個人データが記録された電子媒体（CD-ROM等）や出力計表
等の配送・授受管理体制の強化、および個人情報管理態勢の有効性チェックのための監査部による機動監査
を実施した他、個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督を徹底するため、全職員から「情報
の取扱に関する誓約書」を徴求し、顧客情報管理に関する規程・手続の遵守に向け、教育の充実に努めてお
ります。

1.個人データ紛失事故発生後の緊急措置

顧客情報管理態勢の確立を図るため、「情報管理室」の新設、安全管理に関する規程等の整備、個人データ
が記録された電子媒体、出力計表等の移送に伴うリスクの軽減措置、外訪活動のセキュリティ対策、パソコ
ン情報システムのセキュリティ強化などについて、実施しております。

2.顧客情報管理態勢の確立のための措置

顧客情報管理態勢の実効性向上を図るため、個人データの取扱状況に関する内部監査および自店検査機能
の強化、情報管理に関する点検体制の強化、「情報管理室」におけるモニタリングの強化などの改善計画を実
施してまいります。

3.顧客情報管理態勢の有効性・実効性を確保するための措置

旧経営体制� 新経営体制�

代表取締役�
（4名）�

取締役�
（8名）�

監査役�
（4名）�

2名は社外取締役�

執行役員�
（4名）�

全員を社外より招聘�

代表取締役�
（2名）�

取締役�
（5名）�

監査役�
（5名）�
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CSRマネジメント⑤地域社会への貢献

●●『みちのく歴史人物資料館』を開館
青森県ゆかりの先覚者、ならびに現在もご活躍中の方々の

偉大さを示す品々を、後世に向けて保存・展示し、永久に残

したいという願いのもと、平成13年より開館準備を進めて

まいりました『みちのく歴史人物資料館』が、平成16年7

月10日に晴れて開館の運びとなりました。

当館では、全国的に著名な方々はもちろん、今までその名

前を広く知られることのなかった方々にも焦点を当て、館内

には74名の方々の品々を展示紹介しております。

青森県内をはじめ県外からも多くのご来館をいただいた結

果、平成17年6月末時点での延べ来館者数は5,000人を超

えました。今後も、ふるさとゆかりの功績者の伝承に努めて

まいります。

●●第15回みちのく銀行ファミリーコンサートの開催
地域貢献活動の一環として平成4年から行っております「日本フィルハーモニー交響楽団演奏会」を平成17年

5月、青森市において開催し、ご来場の多くの皆さまにオーケストラの醍醐味を満喫していただきました。

また、当日は、地元青森山田高校の吹奏楽研究会の皆さんに賛助出演していただき、地域との文化交流支援を

行いました。

●●スポーツ活動を支援
県内スポーツ振興のため、各種大会に積極的な支援を行っております。

主な支援活動

「第12回青森県民駅伝競走大会」（平成16年9月開催）

「第2回弘前・白神アップルマラソン」（平成16年10月開催）

「岩木山スキーマラソン大会」（平成17年3月開催）

●●ロシア学生舞踊団を招聘し、フェスティバルを開催
平成16年9月、当行は、国際交流および地域貢献活動の一環として、ロシア連邦ウラジオストック市の極東国

立総合大学よりロシア学生舞踊団を招聘し、「学生舞踊フェスティバル」を開催いたしました。

極東国立総合大学は、47の学部と3万人の学生数、さらに26の附属大学を有する、ロシア極東地域最大の由

緒ある総合大学です。フェスティバルの内容は、同大学および付属短期大学の学生30名による、合唱・ダンス・

バレエを中心としたコンサートで、3日間・3カ所（青森市、弘前市、八戸市）のコンサート会場は、学生たちの

見事なパフォーマンスを絶賛する観客の声に包まれました。

＜資料を展示している主な方々＞
田中　稔（たなか・みのる）
冷害に強く、戦後の食糧危機から日本を救ったとも言われた奇跡
の米『藤坂5号』を開発

高橋　竹山（たかはし・ちくざん）
繊細かつダイナミックな演奏で人々を魅了した津軽三味線の名人

澤田　教一（さわだ・きょういち）
『安全への逃避』でピュリッツァー賞を受賞したカメラマン

馬場のぼる（ばば・のぼる）
『11ぴきのねこ』など、温かみのある作品を描き続けた漫画家

上原げんと（うえはら・げんと）
『港町十三番地（美空ひばり）』など数々のヒット曲を生み出した
作曲家

秋田雨雀（あきた・うじゃく）
ヒューマニズムを徹底し、理想を追い続けた文学者

＜ご利用案内＞
開館時間／9：00～17：00
休館日／毎週月曜日（ただし、祝日と重なった場合は翌日休館）

年末年始（12/30～1/3）
入館料／無料
住所／〒036-8141 青森県弘前市松原東4丁目5番地31
電話／0172-89-1100 FAX／0172-87-7755
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CSRマネジメント⑥環境レポート

みちのく銀行が取り組んでいる環境保全のための活動に
ついて教えてください。

●●平成12年に認証取得したISO14001に基づく積極的な活動を展開
当行は、環境にやさしい企業作りを目指して、これまでも風力発電、ハイブリッドカーの導入やリサイクル事

務用品の採用、森林保護の観点から「法人の森林」への出資などを進めてまいりました。こうした環境に配慮し

た事業活動をさらに積極的に展開し、本来の経営管理システムとの融合を図るべく､平成12年3月31日に環境マ

ネジメントシステムの国際規格である｢ISO14001｣の認証を、全国の地方銀行では初めて国内の全営業店で取得

いたしました｡ (当行調べ)

当行ではこれに基づき、国内の全営業店で省エネ・省資源などの環境負荷を低減させる活動を推進するほか、

環境保護に取り組む企業・個人の皆さまに対するさまざまな商品の提供、｢ISO14001｣認証取得のお手伝いなど、

環境に対する有益な活動を全役職員で展開しております｡

「すべての役職員が身近なところから自主的に環境問題に取り組むことで少しでも地球の未来に貢献していく」

そのような想いを地域の皆さまと共感したいという気持ちを胸に、当行では環境保全活動を国内の全営業店で展

開しております。

みちのく銀行環境方針

環境活動の具体的な実績について教えてください。
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青森市｢水源涵養保安林造成整備事業｣に協力。平成16年までにブナの苗木2万3千本寄贈。行員・
行員家族の手で八甲田山系に植林。�

森林資源の維持・管理・育成に寄与するため「法人の森林」に出資。8.2ヘクタール（東京ドーム2個分）
を所有し一般開放。場所：青森市大字滝沢字西滝沢山　　�

本部ビル屋上に風力発電のための風車を3基設置し、本店外壁イルミネーション及び本店営業部ロ
ビーの大型テレビの電源として利用。（風車3基の発電量：1.5Kw／ｈ）�

当行の営業用車両として、ハイブリッドカーを3台購入し、本店営業部・弘前営業部・八戸支店に配備。
営業活動の中で環境保護をアピール。�

全部店で使用するコピー用紙に100％リサイクル紙を使用。�
行内で「経費削減マニュアル」を作成し、光熱費等の節約運動を開始。�

環境アピール活動として、行員による「手作り花壇」を全部店に設営。�

全部店で使用するパソコンプリンターのトナーカートリッジにリサイクル品を使用。�

「ISO14001環境マネジメントシステム」の認証取得に向け、本部内に環境委員会を設置。�

営業店の窓口やATMコーナーの現金用封筒に100％リサイクル製品を使用。�

全行員の名刺に100％リサイクル紙を使用。�

営業用車両として電気自動車を試験導入。（現在5台保有）�

本部で購入する文具類にリサイクル製品を使用。�

「みちのく銀行環境方針」を制定し、「ISO14001」の本格的な推進を開始。�

全部店統一活動として、「電気使用量の削減」「事務用紙使用量の削減」「紙ゴミの排出量の削減」を
活動の柱としたうえで、各部店独自の環境保護活動を展開。　�
また、環境に有益な活動として、「環境アピール活動（講演・セミナー等）」の積極展開を開始。�

お客さま向け頒布品を、エコ商品に逐次切り替え開始。�

本部及び事務センターから排出された紙ゴミ（分別古紙）から、お客さま向け頒布品の箱ティッシュ
等を製作する「リサイクルシステム」を構築し、運用開始。�

「ISO14001」の認証を取得。�

地域へのアピール活動として「ISOセミナー」や講演会を随時開催し、環境保護の需要性を広く地域
に訴える活動を展開。�

ISO 認証取得希望企業に対する支援活動を展開。�

低公害車購入時の個人向け優遇金利ローンの取り扱いを開始。�

環境保護・ ISO 認証取得に関する企業の資金需要に対応する優遇金利融資制度「みちのく ISO ・エ
コ推進プラン」の取り扱い開始。�

当行のISO14001の運用状況を検査するため、審査登録機関による「定期審査」を実施。結果は良好。�

エコ住宅（オール電化等）購入時の優遇金利ローンの取り扱いを開始。�

「グリーン購入ネットワーク」に加入。�

当行の ISO14001の運用状況を検査するため審査登録機関による「定期審査」を実施。�

「青森県環境 ISO ネットワーク」設立に協力。（設立時：発起人/設立後：企画委員長）�

環境 ISO14001の認証を更新。�

グリーン購入全店一斉推進開始。�

当行の ISO14001の運用状況を検査するため審査登録機関による「定期審査」を実施。�

当行の ISO14001の運用状況を検査するため審査登録機関による「定期審査」を実施。�

三方を海に囲まれ、八甲田連峰、十和田湖、世界遺産の白神山地などに代表されるすばらしい自然

環境に恵まれた青森県に本拠地を置く当行は、環境にやさしい企業を目指し、地域のリーダーシップ

を取って環境保全に努めます。当行は、その業務において及ぼす環境への影響に対して、有害なもの

は見直し、有益なものは積極的に取り組むことに努めます。

①省資源・省エネルギーを目指した事業活動の中で、環境に有益な影響を与え得る商品の取り
扱い、並びに地域への社会貢献を推進することによって、継続的な環境改善と汚染の予防に
努めます。

②グリーン購入・リサイクル活動を推進し、環境負荷低減に努めます。

③環境に関する法規制及びその他の要求事項を遵守し、環境保全に努めます。

④環境目的・環境目標を定め、定期的に見直しします。

⑤本方針を全従業員に文書により周知徹底させ、誰もが
環境保全に配慮して行動するようにします。

⑥本方針の開示を社外から要求された際に
は、配布もしくは公開します。

●●これまでの活動実績
当行は、早くから環境保全の重要性を認識し、平成4年から始め、13年間継続している「ブナの苗木寄贈」な

ど、多角的な活動を行っております。
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当期における環境活動では、どのような成果をあげまし
たか？

●●当期における環境活動
継続的に行われている、さまざまな取り組みの中から事例を紹介いたします。

環境活動の具体的な実績について教えてください。
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【電力使用量削減活動】
当行では、二酸化炭素排出量を削減して地球環境の保護に努め

るべく、全営業店において「電力使用量の削減」運動を実施して

おります。各営業店の「環境リーダー」がそれぞれ工夫を凝らし

た活動を行っております。

【使用済み事務用紙等リサイクル活動】
当行では地球の資源枯渇問題に取り組むべく、本店およ

び事務センターで使用済み事務用紙等のリサイクル活動を

実施しております。リサイクルされた資源はお客さまへの

頒布品として生まれ変わっており、平成16年度は、トム＆

ジェリー箱ティッシュ約52,000箱分がリサイクルされま

した。

また、平成16年度の本部、事務センター内での「紙ゴミの分別」による紙のリサイクル量は13,110kgとな

り、これは直径14cm、長さ8mの丸太約262本相当の紙資源をリサイクルしたことになります。

このように当行では、行員一人ひとりが環境保護に対する高い意識を持ち、仕事や生活の中で日常的に改善を

心掛け、努力し続けております。

また、事業者の皆さまにお使いいただく、環境に配慮するための設備投資資金やISO認証取得資金、ならびに

個人の皆さまにお使いいただくエコカーローン等の取り扱い高も順調に推移しております。さらに環境問題をテ

ーマにした講演会や、ISO認証取得に向けたセミナーを県内外の各地で開催し、広く環境問題に関する活動を展

開しております。
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●●数値で見る当期の活動成果
ISO14001規格の基本的なシステムは「PDCAサイクル」に基づいており、Plan（環境活動の計画・立案）

⇒Do（計画に基づいた活動の実施）⇒Check（実施状況を監視・測定）⇒Action（計画・実施事項の見直し）のサ

イクルを回転させることにより、当行が環境に与える影響を継続的に改善させていくシステムになっております。

環境ISOへの取り組みにより、経費面などにおいてもさまざまな効果が生じてきております。

平成16年度における電力使用量の削減活動の結果については、全部店ベースで機械化、OA化の進展、また近

年まれに見る猛暑の中での活動でしたが、全店電力使用量9,348,864kwと前年度使用量（9,286,974kw）と

比べても、ほぼ同等の使用量に抑える事ができました。
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平成16年度業績のご報告
預金等の状況

損益状況につきましては、銀行の本来的な儲けと言

われておりますコア業務純益は、預かり資産の増強に

よる窓口販売手数料の増加および経費圧縮等の経営効

率化により、前期比15億円増加の75億円となり、収

益力の大幅な改善がみられました。一方、現状想定さ

れ得る最大限の不良債権処理および大きく含み損を抱

えた有価証券の売却を行いました結果、不良債権処理

に伴う与信費用では、前年の実績を101億円上回る

150億円を計上し、また、有価証券では32億円の売

却損を計上いたしました。これにより、当期の決算は、

96億円の経常損失、94億円の当期純損失となりました。

自己資本比率とは、当行が永年の成果として積み上げ

てきた利益の内部留保などが、リスク量反映後の総資産
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4,036

1,451
1,914

▲9,628
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（単位：百万円）�

に対して、どのくらいの割合にあるかを示すものであり、

銀行経営の健全性をみるうえで非常に重要とされる指標

のことです。

当行は海外に営業拠点を構えておりますので、国際統

一基準で定められた8％以上を維持する必要があります。

平成17年3月末における自己資本比率は連結ベースで

10.53％と、十分な健全性を確保しております。また、

資本金や剰余金などの基本的項目のみを対象とした

Tier1比率においても、連結ベースで8.71％を確保して

おり、安全かつ信頼性の高い銀行として高い評価を受け

ております。
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■当行 　　Tier1
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14,33413,88113,704

●用語解説●

■自己資本比率規制
自己資本比率は、①海外に営業拠点を有する金融機関は国際決
済銀行（BIS）による国際統一基準が適用され、8％以上を確保す
ることが義務づけられています。②海外に営業拠点を有しない金
融機関は、国内基準（分子に有価証券含み益を算入しない点など
を除き、国際統一基準と同じ枠組み）により、4％以上を確保す
ることが義務づけられています。そして、この基準を下回った場
合には、行政当局より早期是正措置が発動されることとなります。
なお、当行は北海道・東北地区で唯一のBIS国際統一基準採用
行です。

■自己資本比率、Tier1比率
自己資本比率は、「自己資本÷リスクアセット（資産項目のそれ
ぞれに、その信用リスクの大小に応じ一定の掛け目を乗じたもの）」
により計算されます。また、分子となる自己資本は、「①資本金や
剰余金などの資本勘定を主体とした基本的項目と、②有価証券含
み益の45％相当額などの補完的項目」の合算から、「③他の金融
機関の資本調達手段の意図的な保有相当額である控除項目」を差
し引くことにより計算されます。そのなかで、「基本的項目①÷リ
スクアセット」をTier1比率といい、有価証券の含み益などに左右
されない銀行経営の健全性を示す指標として注目度が高まっており
ます。
当行は国際統一基準である8％をTier1比率でもクリアしており
ます。
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残高計 193

残高計 313
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青森県内預金シェア�

平成17年3月末�

■他金融機関　■当行�

（当行調べ）�

33.3％�

青森県＋函館地区 個人預金比率�

平成17年3月末�

■ ■

77.6％�

●●預かり資産残高
（投資信託、公共債、個人年金、外貨預金）
低金利が続くなかで、預金以外の金融商品に対する

お客さまの資産運用ニーズは多様化しており、こうし

たニーズに対応するために、投資信託をはじめとする

多様な商品の提供に努めております。

投資信託、公共債、個人年金保険、外貨預金を合わ

せた預かり資産残高は、平成17年3月末で前年比346

億円増加し、658億円となっております。

●●預金
預金は、前年度末比122億円増加して1兆8,072億円となりました。このうち、これまで増加を続けてきた個

人預金が77億円の減少となっておりますが、これは投資信託、公共債および年金保険等の預かり資産増強に注力

したことによるものです。

また、預金全体に占める地元青森県と函館地区の合計残高割合は、平成17年3月末において89.0%となって

おり、地域の皆さまのメインバンクとしてご利用いただいております。
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●●個人向け貸出
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■ ■

平成17年3月末�

個人向け貸出比率�

33.4％�

（単位：億円）

■ ■

■ ■

区分�
年度別�

平成15年3月末� 平成16年3月末� 平成17年3月末�

13,701 13,045 12,695

3,796

貸出残高�

うち個人向け�
貸出残高�

4,042 4,238

●●地域個人向け貸出（青森県と函館地区）

個人向け貸出については、貸出残高のうち92.0％が

青森県と函館地区のお客さまのご利用となっており、

平成17年3月末では、前年度末比186億円増加と、順

調に推移しました。
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■
■

青森県＋函館地区　個人向け貸出比率�

■
■

92.0％�

（単位：億円）

■ ■

■ ■

区分�
年度別�

平成15年3月末� 平成16年3月末� 平成17年3月末�

3,796 4,042 4,238

3,492

個人向け�
貸出残高�

うち�
青森県＋函館地区�
個人向け�
貸出残高�

3,717 3,903

貸出金は､余資運用の一環として行っておりました財

務省･預金保険機構向けの貸出金を800億円圧縮しまし

たので､前年度末比350億円減少して1兆2,695億円と

なりました｡このうち､主力商品である住宅ローンにつき

ましては、引き続き積極的な販売を推進しました結果、

前年度末比187億円増加して3,524億円となりました｡

有価証券は､前年度において､金利上昇懸念から国債等

債券の持ち高を大幅に圧縮しましたが､当年度におきま

しては､市場の動向に留意しながら資金利益の安定的確

保を目指して分散投資を行いました結果､前年度末比

1,796億円増加して3,996億円となりました｡なお､財

務体質の改善を目的として､大きく含み損を抱えた有価

証券を売却しましたので､有価証券評価損益は前年度末

比92億円増加して71億円の評価益となっております｡

●●地域金融への取り組み
当行では、青森県内の貸出金シェアを年々拡大しており、平成17年3月末では、県内金融機関に占める当行の

貸出金シェアは32.4％（当行調べ）と、前年度末比で1.9％増加しており、多くのお客さまにご利用いただいて

おります。

また、準地元として7店舗を構える函館地区においても貸出残高は順調に増加し続けており、今後もより多くの

お客さまにご利用いただけるよう積極的に資金ニーズへ対応してまいります。

●●地域中小企業等向け貸出
当行の平成17年3月末現在での中小企業等向け貸出金シェアは、青森県内が86.2％、函館地区が77.9％と高い

水準を維持しており、中小企業等向けの貸出に積極的に取り組んでおります。

引き続き、地域中小企業の再生と地域経済の活性化に向けた取り組みを一層強化してまいります。

●用語解説●

■中小企業等向け貸出

中小企業等とは資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業・飲食店・サービス業は5千万円）以下の会社、または常用する

従業員が300人（ただし、卸売業・サービス業は100人、小売業・飲食店は50人）以下の会社および個人（消費者ローン・住

宅ローンを含む）をいいます。
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個人向け貸出は、住宅ローンを中心とした積極的な推

進により196億円の増加と、順調な推移を示しました。

自動車ローンの金利優遇キャンペーンを継続し、低

金利でご提供し続けている他、平成16年4月には、当

行住宅ローンをご利用のお客さまを対象に、住宅関連

の諸費用、自動車購入・教育資金、他金融機関等から

のお借入れを一本化することができる住宅サポートロ

ーン「〈みちのく〉快適ライフ」を発売。また平成17

年1月には、株式会社クレディセゾンとの提携により、

内容をパワーアップし、より多くの方にご利用いただ

けるフリーローンＮew「即談即決」の取り扱いを開始

するなど、お客さまのニーズにお応えした魅力ある商

品により、ご好評をいただいております。

住宅サポートローン「〈みちのく〉快適ライフ」



●●金融再生法に基づく開示債権（単体）
平成11年9月末より、リスク管理債権の開示とは別に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下

「金融再生法」）」に基づいて査定した資産を「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「要管理債権」およ

び「正常債権」に4区分し、各債権額を開示しております。当行の平成17年3月末における正常債権を除く開示債権

金額は813億45百万円で、総与信額に占める割合は6.3％となっております。

●破産更生債権及びこれらに準ずる債権：228億2百万円
自己査定で実質破綻先および破綻先として債務者区分された債務者に対する債権額のうち、回収不能または無価値と判定され

る部分（Ⅳ分類額）を直接償却した残額です。担保等により保全されている回収可能な部分に加え、回収に懸念のある額につい

てはⅢ分類として個別貸倒引当金を計上しておりますので、保全充足率は100％となっております。

●危険債権：486億68百万円
自己査定において、破綻懸念先と債務者区分された債務者に対する債権額です。担保等により保全されている回収可能な額を

含むもので、回収に懸念のある額についてはⅢ分類として個別貸倒引当金を計上しております。債権額に対する引当金および担

保・保証による保全充足率は98.0％となっております。

●要管理債権：98億75百万円
自己査定における要注意先債権の一部で、返済履行状況および貸出条件について、3ヵ月以上延滞もしくは貸出条件緩和とい

った外形的事実がすでに発生している債権です。

●正常債権：1兆2,089億56百万円
平成17年3月末時点で当行が保有する、貸出金、支払承諾見返、外国為替関係与信、貸出金に準ずる仮払金、未収利息、貸

付有価証券の合計額のうち、前述の「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」「危険債権」および「要管理債権」に該当しな

い債権が「正常債権」に相当します。したがって「正常債権」は、自己査定における要注意先債権のうち、「要管理債権」に該

当しないものと、正常先債権に相当するものであり、貸倒リスクが小さい債権といえます。

不良債権の状況
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●●自己査定について
平成10年4月、銀行法に基づく「早期是正措置制度」により、金融機関は自ら作成する自己査定基準に則り、

資産の回収の危険性、または価値毀損の危険性の度合いに応じてⅠ～Ⅳの区分に分類する「自己査定」を行い、

その結果に基づいて、適正な償却・引当を行うことが必要となりました。

当行は、自己査定の実施にあたり、与信性の資産に加え、有価証券、動産・不動産等の資産についても査定を

行っております。査定対象資産は、総資産約1兆9千億円のうち、現預金等資産の性格上毀損の懸念が全くない資

産を除いた約1兆6千億円となります。

自己査定は信用格付に基づき、大口与信先、業績不振、財務状況に問題のある先など、対象先を抽出し、自己

査定基準に則り、営業店および担当所管部が一次査定を行い、審査部・企業業務部等（平成17年3月末現在の部

署名）において二次査定を行っております。

自己査定結果の監査は独立した部署である資産監査室が、自己査定基準に従って適正に行われているかどうか

について検証を行っております。

●●償却・引当ルール
当行で作成した自己査定基準に則り、半期毎の資産の

自己査定結果に基づき、別途定めている償却・引当基準

および日本公認会計士協会の実務指針に従って適正な償

却・引当を行っております。

●●リスク管理債権（連結）
不良債権に関わるディスクロージャーとしては、平成

10年3月期から銀行法施行規則に基づく「リスク管理債

権」を開示しております。

平成17年3月末における貸出金のうち、破綻先債権額

は54億2百万円、延滞債権額は668億81百万円、貸出

条件緩和債権額は98億74百万円となり、リスク管理債

権の総合計額は821億58百万円となっております。
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●用語解説●

■破綻先債権

未収利息を収益不計上としている貸出金のうち、会社更生法、破

産法、民事再生法、商法などの法律上の手続きの開始申立てのあ

った債務者、または手形交換所の取引停止処分を受けた債務者な

どに対する貸出金の元本額。

■延滞債権

未収利息を収益不計上としている貸出金から、破綻先債権額およ

び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払

いを猶予した貸出金を除いた金額。

■3ヵ月以上延滞債権

元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3ヵ

月以上延滞している貸出金で、破綻先債権および延滞債権に該当

しないもの。

■貸出条件緩和債権

債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権お

よび3ヵ月以上延滞債権に該当しないもの。

●用語解説●

■破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている

債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権。

■危険債権

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経

営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受

取りができない可能性の高い債権。

■要管理債権

3ヵ月以上延滞債権（元本または利息の支払いが約定支払日の翌

日を起算日として3ヵ月以上延滞している債権）および貸出条件

緩和債権（経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、

当該債権の回収を促進することなどを目的に、債務者に有利な一

定の譲歩を与える約定条件の改定などを行った債権）。

■正常債権

債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権。
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身近で便利な『家庭の銀行』を目指して、当行は年間を通じ各種新商品や
新サービスの開発、皆さまに奉仕するさまざまな取り組みを行っています。
この1年間を振り返って、活動のトピックスをご紹介します。

保証人不要の個人ローン商品である〈みちのく〉フリーローン「即談即決」は、FAX、

インターネット、郵送による仮申込による簡単なお手続きなど、その利便性から多くの

お客さまにご利用いただき、主力商品として残高を伸ばしております。

平成17年1月17日からは、株式会社クレディセゾンとの提携により〈みちのく〉

フリーローンNew「即談即決」として、さらにサービスを充実させた形で取り扱いを

スタートしました。従来ご利用できなかったパート、アルバイト、個人事業主の方で

も安定した収入があればご利用いただけるなど、商品内容をパワーアップ。より多く

のお客さまのためのリニューアル商品として浸透し、ご好評をいただいております。

〈みちのく〉フリーローン
New「即談即決」の取り扱いを開始

年間トピックス

「無利息、要求払い、決済サービスの提供」という3条件を満たす決済用預金として、平成17年2月1日から

「〈みちのく〉決済用普通預金」の取り扱いを開始いたしました。

預金保険法が定める決済用預金は、ペイオフ解禁範囲拡大後も、上記の3条件を満たしていることにより、預金

保険制度の全額保護の対象となります。いつでもお引出しいただけ、給与等の自動受け取り、公共料金や税金の

自動支払いなどの決済サービスもご利用いただけます。また、現在ご利用中の普通預金（総合口座・貯蓄総合口

座）からも口座番号変更なしで切り替えいただけます。

「〈みちのく〉決済用普通預金」の取り扱いを開始

平成17年2月1日～平成17年5月31日の期間で、定期預金と投資信託をパッケージし

た商品「＜みちのく＞ハーフ＆ハーフ」を発売し、ご好評をいただきました。

本商品は、定期預金と投資信託をパッケージすることにより、特典として、運用パッ

ク50%型（定期預金50%以下＋投資信託50％以上）は特別金利1.0%を、運用パック80％型（定期預金80％以

下＋投資信託20％以上）は特別金利0.4％を、それぞれ「預入期間6ヵ月もの定期預金」について適用しました。

今後も、お客さまのニーズに応える商品開発を積極的に推進してまいります。

「〈みちのく〉ハーフ＆ハーフ」を発売

当行では、平成17年5月30日より住宅ローン審査システムを導入・稼働開始し、あわせて、住宅ローンの商品内

容を一部改定いたしました。これにより、お客さまが住宅を建築・購入する際のサービスが強化され、一層の利便

性向上に成功しております。

この住宅ローン審査システムでは、当行が過去に取り扱いした住宅ローンのデータを統計的手法で分析し、地方

銀行として地域に密着した当行独自のスコアリングモデルを構築しております。

本システムの導入は、審査時間の大幅な短縮や事前審査時における徴求書類の軽減など、お客さまの利便性を高

め、お客さまごとの柔軟な対応を可能としたことから、より幅広いお客さまへのご融資を実現することができました。

住宅ローン審査システムを導入

昨今、全国的にキャッシュカード偽造や振り込め詐欺等の金融犯罪が

急速に増加しております。

当行では、各種金融犯罪防止に向けた下記の対策を講じることでお客

さまがより安全にご利用いただけるよう努めており、平成17年7月より

順次対応してまいります。

● ATMによる暗証番号変更

● 類推されやすい暗証番号の登録・変更を制限

● ATM利用限度額の任意変更

これに先立ち平成16年11月には、ATM画面への「覗き見防止フィルム」の装着を実施し、左右後方からの覗

き見を防ぎ、お客さまの暗証番号が第三者に盗み見られないようにしております。

今後については、「キャッシュカードのIC化および生体認証によるATM機能強化」「不正取引検知システムの構

築（モニタリング）」といった対応策の導入を予定しております。

金融犯罪防止に向けた諸対策を実施

平成16年10月13日、当行は上海市浦東新区（ほとうしんく）のHSBCタワー28階に「上海駐在

員事務所」を開設いたしました。浦東新区は、1990（平成2）年に国家プロジェクトとして、｢21世

紀初頭に上海を国際経済・金融・貿易センターとする」ことを目的に開発が始められた特別開発区で

す。開発当時、未開発だった約520km2の黄浦江の東岸に位置する｢浦東(プードン)｣は、今では超高

層ビルが立ち並び、すでに1,200社の日系企業を含む1万社以上の外国企業が進出

しております。

今後、「上海駐在員事務所」は香港、武漢の拠点とのネットワークを生かして情報収

集に努め、お客さまに貿易、投資に関する情報を提供し、近い将来のビジネスチャン

スを発掘するとともに、青森県産品、観光のPRのお手伝いにも尽力してまいります。

「上海駐在員事務所」を開設

斜めから見た時

真上から見た時
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業務のご案内

●法人のお客さまへ

サービス
●みちのくビジネスインターネットバンキング

お振り込みや残高照会・入出金明細照会をインターネッ

トを利用して行なうサービスです。また、税金や各種行政

手数料の収納サービスもご利用できます。

●EBサービス

窓口へ行かずに、お振り込みや残高・取引明細をご確認

いただけます。窓口お取扱いと比べてお振り込み手数料が

お得なので、お振り込み件数が多い法人・個人事業主の方

へ特におススメです。

●みちのく財務診断サービス

お客さまの決算書をデータベース化し、その数値化され

た財務諸表を色々な角度から分析・グラフ化することで、

財務面の特徴や課題を的確に把握することを目的とした、

経営サポートサービスです。

●みちのくビジネスクラブ

価値ある情報と経営支援サービスで貴社発展のお手伝い

をさせていただきます。

●法人向け情報Web

幅広いニュースや経営に役立つ情報を満載したインター

ネットサービスです。

商品
●みちのくビジネスローン

青森県信用保証協会と提携した無担保・スピード審査の

商品です。

●みちのくビジネスローンII 「ふるさと応援団」

当行独自の信用格付モデルを審査基準とした無担保・第

三者保証人不要のスピード審査の法人向け商品です。

●みちのくビジネスローンII 「ふるさと応援団プラス」

当行独自の信用格付モデルを審査基準とした無担保・第

三者保証人不要のスピード審査の個人事業主向け商品です。

●みちのくTKC戦略経営者ローン

TKCの会員税理士・公認会計士と顧問契約のある青森県内

の企業向け商品。パソコンから簡単にお申込みいただけます。

●みちのくマル保カードローン

青森県信用保証協会付の（有担保・無担保）当座貸越商品

です。

●みちのくマル保事業者ローン

青森県信用保証協会付の（有担保）当座貸越商品です。

●ISO・エコ推進プラン

ISO認証取得に必要な資金、環境改善にかかる設備資金

としてご利用できる商品です。

●天候デリバティブ

気温、降雪量、日照時間などの気象リスクを回避すべく

デリバティブ契約をし、事業リスクのヘッジをする商品です。

●個人のお客さまへ

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

（注3）　　　　　の時間帯はご利用できません。�
※12月31日～1月3日は祝日と同様のご利用手数料となります。�
※お振り込みは、ご利用手数料の他に別途振込手数料が必要となります。�
※金融機関により手数料が異なる場合もあります。　※一部のコーナーでご利用時間、お取り扱い業務が異なる場合もあります。�

（注4）各種専用ソフト及び「みちのくビジネスインターネットバンキング」を利用した場合の基本料金です。�

●内国為替手数料�

●小切手・手形手数料�

●ATMご利用手数料�

●両替手数料�

●無料の両替お取り引き�

振 込 手 数 料 �

代金取立手数料�

代金取立手数料�
（同一手形交換所内）�

本支店宛�

��

他行宛電信扱�

他行宛文書扱�

本支店宛�

他行宛普通扱�
他行宛至急扱�

手形取立�（同一店内宛・本支店宛・他行宛）�

他店券小切手入金分�
不渡手形返却料�

組戻手形返却料�

送金・振込組戻手数料（同一店宛を除く）�

3万円未満�

3万円以上�

3万円未満�

3万円以上�

3万円未満�

3万円以上�

3万円未満�

3万円以上�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�

1件�
1件�

1件�

1件�
1件�

1件�

105円�

315円�

315円�

525円�

630円�

840円�

630円�

840円�

420円�

630円�
840円�

210円�

無  料�
630円�

630円�

1件� 630円�

無  料�

無  料�

105円�

210円�

315円�

525円�

無  料�

210円�

105円�

315円�

420円�

630円�

無  料�

無  料�

105円�

315円�

420円�

630円�

1枚�

1枚�

840円�

1,050円�

525円�

525円�

525円�

7：00 8：00 8：45 9：00 14：00 17：00 18：00 21：00 20：00 23：00

他行カードによるお引出し�

郵貯キャッシュカードでのお引出し・�
お預け入れ�

平日�

土・日・祝日�

平日�

土・日・祝日�

無料�

210円�

105円�

105円�

210円�

平日�

土曜日�

日・祝日�

105円�210円� 210円�

210円�

210円� 105円� 210円�

105円�

●その他の主な手数料�

1～300枚�

無料�

ANSERのみ�

全銀サービス・ANSER

1,050円�

1,050円�

3,150円～5,250円�

3,150円～5,250円�

ホームユースサービス（多機能電話型）� 1,050円�

同一店内宛�

窓  口�
ATM

現金振込�
E   B（注2）�

（注3）���

301～500枚�

210円� 315円� 630円�

2,001枚以上�

通帳・カード再発行手数料� 1冊�・�枚� 1,050円�

420円�

420円�

1,050円�

8,820円～50,400円�

小 切 手 帳�

約束手形帳�

為替手形帳�
専�手形用紙�

自己宛小切手発行手数料�

貸金庫利用手数料（契約種別により異なります）�

残高証明発行手数料（当行所定用紙以外のもの）�
1通�

1通�

住宅所得控除用�

��

ファクシミリサービス�

パソコンサービス（注4）�

F B 専 用 端 末 機�

残高証明書発行手数料（当行所定用紙）� 1通�

1契約年間�
その他（監査法人向け等）�

●エレクトロニックバンキング基本手数料�

紙幣と硬貨の合計枚数（ご持参枚数合計と交付枚数合計のうち多い枚数）��

1,000枚毎に315円 追加�
1,001～2,000枚�501～1,000枚�

カード振込（注1）�

①記念硬貨の両替・汚損現金の交換 ②両替機を利用した両替 ③同一金種の新券への両替 ④社会福祉事業への寄付金や義援金のための両替�

基本料金月額�

基本料金月額�

基本料金月額�

基本料金月額�

基本料金月額�

1冊（50枚）�

1冊（25枚）�

1冊（50枚）�

●�●個人情報開示請求手数料�
店頭交付・配達記録郵便�

1,050円�

525円（暦月で1ヶ月毎）�

1,050円�

315円�

開示請求項目�

基本属性・残高�

取引明細�

その他（1項目につき）�

追加手数料（本人限定受取郵便）�

当行通帳・カードによるお引出し及び�
当行カード・現金でのお振り込み�

（注1）定額自動振込、テレフォンバンキング、イン�
　　　ターネットバンキング、モバイルバンキン�
　　　グはATMのカード振込と同額です。�
（注2）EBとはエレクトロニックバンキングの略称�
　　　です。�

※手数料金額には消費税等相当額が含まれております。（平成17年6月30日現在）

みちのく銀行がご提供する主なサービス

あずける・ふやす
●普通預金 ・普通預金 ・総合口座

・貯蓄総合口座 ・決済用普通預金
●貯蓄預金
●定期預金 ・スーパー定期 ・あずけ上手

・大口定期預金 ・みちのく年金定期
・つみたて預金

●外貨 ・外貨普通預金 ・みちのく夢ドルフィン
・オープン外貨定期預金
・先物為替予約付外貨定期預金

●金の売買
●投資信託
●国債

かりる
●カードローン・みちのくフレッシュカードローン

・みちのくダッシュ20  
・みちのくカードローン（30・50・100）

●多目的ローン・みちのく多目的ローン「Doプラン」
・みちのくフリーローン「即談即決」

●目的別ローン・みちのく自動車ローン
・みちのく教育ローン
・みちのく住宅サポートローン「快適ライフ」

●住まいの提案・固定金利型住宅ローン
・上限金利付変動金利型住宅ローン
・みちのく最良住宅ローン
（金利選択型住宅ローン）
・みちのくすまい・るパッケージ
（住宅融資保険活用型）
・みちのく長期固定金利型住宅ローン
（公庫買取型）フラット35
・わが家改善計画
（みちのくリフォームローン）
・少額借換専用住宅ローン

つかう
●インターネット・インターネットバンキング
●モバイル ・モバイルバンキング
●テレフォン ・テレフォンバンキング

・現金宅配サービス
●カード ・みちのくバンクカード

・みちのくワールドキャッシュ

そなえる
●個人年金保険

その他のサービス
●外国為替 ・外貨両替

・外貨宅配サービス
・定額自動外国送金サービス
・資金取り寄せサービス

●年金 ・みちのく年金受取サービス



■ATM/CD&ATM宝くじ
東北地銀でトップ水準を誇る設置箇所（平

成17年6月末現在358ヵ所）に加え、「ミ

ニロト」「ロト6」「ナンバーズ」などの数

字選択式宝くじをご購入いただけます。

■ローソンATM
青森県内・北海道道南地区をはじめ、全

国に設置されている「ローソンATM」で

平日24時間ご利用いただけます。

■郵貯とのATM提携
全国の郵便局のATMで入出金と残高照会

を相互にご利用いただけます。

■キャッシング提携
ATM提携先34社（36ブランド）のカードによるキャッ

シングサービス等もご利用いただけます。

チャネルの拡大

業
務
の
ご
案
内

利
便
性
の
向
上
に
向
け
て

業
務
の
ご
案
内

ペ
イ
オ
フ
に
つ
い
て

3332

みちのく銀行ではお客さまの利便性向上に向けて
どのような取り組みを実施していますか？

●●チャネルの拡大やさまざまなご相談への対応を推進中
当行は、魅力ある預金商品、個人ローン商品、投資信託、保険商品や各種サービス等を提供しながら、さまざま

な取引チャネルとサービスの充実、さらにお客さま相談への取り組みにも努め、お客さまの利便性向上に取り組ん

でおります。最近の新たな商品・サービスについては「年間トピックス（28～29ページ）」にご紹介しております。

「ペイオフ」が大きな話題となっていますが、
みちのく銀行に預けたお金はどうなりますか？

●●「ペイオフ」とは
「ペイオフ」とは預金保険制度のなかで定められた預金者保護策の一つで、金融機

関が万一破綻した場合に、預金保険機構が元本1,000万円とその利息（１預金者１

金融機関あたり）を限度に保険金として支払う制度です。平成17年4月より新制度

が施行され、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護

されますが、定期預金や利息のつく普通預金などは、「1金融機関につき預金者1人

当たり、元本1,000万円までとその利息を保護する」という形になりました。

「決済用預金」について当行では、「年間トピックス」にご案内のとおり、「無利息、

要求払い、決済サービスの提供」という3条件を満たす決済用預金として、平成17

年2月1日から＜みちのく＞決済用普通預金の取り扱いを開始しております。

●●保護の対象とならない預金等
「ペイオフ」に際して預金保護の対象とならない預金等には、外貨預金、他人名義・架空名義の預金、譲渡性預

金、確定拠出年金の積立金運用部分を除く金融機関からの預金、無記名預金、導入預金等が挙げられます。

この場合、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われることになります。

●●家族名義や個人事業用の預金の場合
夫婦や親子であっても別の人格を有する法的主体として、その名義に従い、別個の預金者として保護の対象と

なりますが、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となります。

また、個人事業を営む方の場合、個人事業用の預金は代表者の個人預金として合算されます。

●●データ整備の必要性
すべての金融機関は、預金者のカナ氏名、生年月日（または設立年月日）、住所、電話番号等のデータを平時か

ら整備しておくことを義務付けられております。

万一の保険事故発生時、データが未整備になっておりますと、お客さまの預金の払出しが滞る場合もあります

ので、データ整備へのご協力をお願いいたします。

預金保護の形�

預
金
等
の
分
類
�

平
成
17
年
4
月
か
ら
�

決済性預金�

当座預金・利息の�

つかない普通預金等�
利息のつく普通預金・�
定期預金・定期積金等�

外貨預金、譲渡性預金等�

一般預金� その他預金�

全額保護�

（恒久処置）�

合算して元本1,000万円�

までとその利息等を保護�
保護対象外�

■ みちのくダイレクト
「みちのくダイレクト」は、自宅や会社にいながら、パソコンや電話でお振り込みなどの各種サービス

を簡単にご利用いただけるサービスです。「インターネットバンキング」「モバイルバンキング」は24時間、

「テレフォンバンキング」は朝8時から平日夜9時（土日祝日は夜7時）まで、1月1日～3日を除き毎日

ご利用いただけます。

■インストアブランチ
銀行休業日の窓口営業やローン相談等、

お客さまの多様なニーズにお応えして

おります。平成10年11月に青森県内

初のインストアブランチとなる「弘前営

業部ユニバース南大町店出張所」をオ

ープンして以来、青森県内に6店舗を

展開しております。

お客さま相談への取り組み状況

■年金相談会の開催
年金受取に関する手続きについて、専門のアドバイザーによる「年金相談会」を定期的に開催しており

ます。

平成16年度は県内外の各支店で114回の開催に至ったほか、平成17年度につきましても、110回程度

の開催を予定しております。

■税務相談会の開催
税務に関する相談について税理士による「税務相談会」を開催し、平成16年度は7回にわたり開催して

おります。

■資産運用相談コーナーの設置
全店に「資産運用相談コーナー」を設置し、お客さまのさまざまな運用ニーズのお手伝いをさせていた

だいております。
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●�
預金�の�種類�

●預金全般�

当座預金�

流�
動�
性�
預�
金�

定�
期�
性�
預�
金�

特　色� 預入期間� 預入金額�

出し入れ自由�
（無利息）�

出し入れ自由�

出し入れ自由�

1円以上�

普通預金� 1円以上�

まとまった資金を短期運用する場合に便利な預金です。��通知預金� 7日間以上� 5万円以上�

家計簿代わりの預金です。給与・年金等の自動受け取りや公共料金等の自動支払い�
にご利用いただけます。�決済用普通預金� 出し入れ自由�

（無利息）�
1円以上�

納税に備える専用預金です。�
また、お利息は非課税です（税以外の引き出しは、課税扱い）。�納税準備預金�

納税時のみ�
引き出し� 1円以上�

1年複利で運用しますので、期間が長いほど利回りは有利になります。�
また、1年経過後は元金の一部払い出しも可能で便利な定期預金（個人を対象）です。�

貯蓄預金�

新型期�日�指定定期預金�

1円以上�

最長3年�
（据置期間1年）�

100円以上�
300万円未満�

自由金利型定期預金M型�
（ス�ー�パ�ー�定�期�）���

自由金利型定期預金�
（�大口定期預金�）���

1ヵ月以上�
5年以内�

1ヵ月以上�
5年以内�

100円以上�

1,000万円以上�

変動金利定期預金� お預かり日から6ヵ月ごとに金利を変更する定期預金です。�
一定の基準により計算したその時々の金利で運用します。�

2年以上�
3年以内�

100円以上�

お支払いは手形・小切手ですので、企業や商店の効率的な資金管理に役立ちます。
口座開設時には一定の審査が必要です。�

家計簿代わりの預金です。給与・年金等の自動受け取りや公共料金等の自動支払い�
にご利用いただけます。また、定期預金をセットすれば「総合口座（個人を対象）」と
して“貯める”“使う”“借りる”の3つの機能を備えた便利な通帳となります。�

出し入れ自由なので気軽にお使いいただけます。利率はお預け入れ金額に応じて
5段階（10万円以上・30万円以上・100万円以上・300万円以上）。お預け入れ
残高が増えるほど有利です。�
また、お利息は毎月1回お支払いします。�
ただし、基準残高（10万円）未満となった場合のお利息は、普通預金の利率となり
ます。�

市場金利を基準とした定期預金（個人を対象）です。預入期間3年以上5年以内の
ものは、1年経過後、一部解約サービスが受けられます。�
また3年物以上の複利型は半年複利で運用しますので、利回りがアップします。�

市場金利を基準とした大口の定期預金です。預入期間も1ヵ月から5年と幅広く選
択できます。便利な自動継続をお勧めします。�

『家庭の銀行』として、お客さまの豊かな生活

設計のお手伝いをさせていただくため、さまざま

な種類の預金商品をご用意しております。超低金

利時代が続くなか、お客さまに金利以外の大きな

夢をお届けするため、第25回懸賞金付き定期預

金「夢・くじ・ら」を平成16年12月1日から平

成17年2月28日まで期間限定で販売し、ご好評

をいただきました。

これからも皆さまの資産形成やライフスタイル

に応じ、きめ細かにお役に立てますよう、新商品

の開発やサービス向上に、より一層努力してまい

ります。

▲貯蓄預金通帳�▲つみたて預金通帳� ▲貯蓄総合口座通帳�

●�●定期性関連商品�

預金�の�種類�

総合口座定期預金�

特　色�
預 入�
期 間�

預 入�
金 額�

組入可能な定期預金種類�
期�日�指定�
定　期�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎� ◎�

◎�

◎�

◎�

◎� ◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

ス�ー�パー�
定　期�

変動金利�
定期預金�

大口定期�
預　金�

総合口座通帳に定期預金（個人を対象）をセット。資金が必要な場合、�
定期預金金額の90％（最高500万円）まで自動的に借入が可能です。�
またATMによるご入金も可能です。�

1万円以上�

新型変動金利定期預金�
「あずけ上手」� 100円以上�

新型健康預金�
一度の手続きで10年間の保障が得られます。�
10年後は自動更新（ただし、満70才以下）も可能です。�
【提携会社：アリコジャパン】�

つ�みたて�預�金���

懸賞金付き�
定期預金�
「夢・くじ・ら」�

金利がアップするおトクな定期預金です。�
ATM・テレフォンバンキングでもお預け入れができます。�

1年�

1,000円以上�
1円単位�

10万円以上�
1円単位�

〈夢・くじ・ら＋投資信託〉�
パック�
「夢ぷらす」�

お申込み総額の20％以上を投資信託、80％以下を夢・くじ・ら�
でご利用いただけます。�

〈定期預金＋投資信託〉�
パック�
「〈みちのく〉�
ハーフ＆ハーフ」�

1年�
300万円以上�
10万円単位�

6ヵ月�
100万円以上�
10万円単位�

総合口座�
1万円以上�
その他�

100円以上�

一般財形預金�

財�
形�
預�
金��

�

3年以上�

財形年金預金�

財形住宅預金�

（一部）�

充実した老後を支える年金づくりのための積み立てです。�
財形住宅預金と合算で550万円まで非課税の特典が受けられます。�
目的外のお引出しについては、お利息に税金がかかります。�

5年以上�

住宅の新築・改築等の資金づくりのための積み立てです。�
財形年金預金と合算で550万円まで非課税の特典が受けられます。�
目的外のお引出しについては、お利息に税金がかかります。�

5年以上�

期�
間�
限�
定�
商�
品�

金利優遇型�
定期預金�
「上乗せ上手」�

1ヵ月～5年�
（定型方式）�

最長3年�
（据置期間6ヵ月）�

1年自動継続�
利払式�

6ヵ月以上�

1年・2年�

1,000円以上�
1,000円単位�
（ボーナス等で�
年2回の臨時�

積立も可能です。）�

年齢により�
異なります。�

毎月の給与やボーナスから天引きして積み立てしますので、知
らず知らずのうちにまとまった金額が貯えられます。�
一定期間経過後は自由にお引出しができます。�
お利息は課税扱いとなります。�

満期日を設定し、自由に積み立てができます。�
積立金は満期日にご希望口座へ入金することもでき、積立はそ
のまま継続可能です。�

1口10万円で、1口当たり1本の懸賞金抽せん権（抽せん番
号）をおつけします。�
懸賞金、当せん確率については、販売の都度決定いたします。�

お申込み総額の20％以上を投資信託、80％以下を定期預金
（預入期間6カ月もの）でご利用いただけます。�

6ヵ月複利で運用し、お預け入れ日から6ヵ月ごとに金利を変更
する定期預金です。�
お預け入れ日から6ヵ月間の据置期間経過後はいつでもお引出
しできる便利な預金です。�

▲総合口座通帳�
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●�
商品名  　� 資金�のお�使い�み�ち�　�　�　　　　�ご�融資金額 　　　�ご�融資期間�

●住まいづくりに�

金利選択型住宅ローン�
“みちのく最良住宅ローン”�

ガン保障特約付最良住宅ローン�

みちのく返済サポート保険付住宅ローン�

みちのく上限金利付変動金利型住宅ローン�

保証料不要型住宅ローン�

みちのく住宅ローン（固定金利型）�

みちのくリフォームローン�
“わが家改善計画”�

少額借換専用住宅ローン�

2,000万円以内�

①住宅の購入・新築・増改築�
②中古住宅・住宅用土地の購入�
③住宅の買い替え�
④他金融機関の住宅融資の借換資金�

住宅の増改築・改装とこれに伴う家�
具等の購入、バリアフリー対応工事、�
融雪に関する設備工事など�

他金融機関の住宅融資の借換資金� 500万円以内�

25年以内�

15年以内�

15年以内�

35年以内�5,000万円以内�

500万円以内�

『家庭の銀行』として、お客さまのライフスタイルに合わせた個人向けロ

ーン商品を、豊富に取り揃えております。

また、地域の企業や商店のお客さまの資金ニーズにもお応えし、地元経済

の活性化に役立つことを願っております。

これからも皆さまの資金ニーズに対応した金融サービスの充実に向けて、

積極的に取り組んでまいります。

●�

●�

●�

商品名�

●事業資金�

みちのく事業者ローン�

みちのく�保�事業者ローン�

みちのく�保�カードローン�

みちのくISO・エコ推進プラン�

5,000万円以内�

2億円以内�

     500万円以内�
  1,000万円以内�

1億円以内�

運転資金�
設備資金�

10年以内�
20年以内�

運転資金�
設備資金�

10年以内�
15年以内�

運転資金�
設備資金�

5年以内�
7年以内�

運転資金�
設備資金�

5年以内�
7年以内�

運転資金�
設備資金�

10年以内�
10年以内�

法人・個人事業主�

法人・個人事業主�

法人・個人事業主�

法人・個人事業主�

2年（更新可）�

1年または2年（更新可）�

設備資金　10年以内�
運転資金　  5年以内�

運転資金・設備資金�

運転資金・設備資金�

運転資金・設備資金�

ISO認証取得資金�
省エネ・環境改善に係わる設備資金など�

商品名�

●目的に合わせて�

みちのく自動車ローン�
（変動金利型・固定金利型）�

みちのく教育ローン�
（変動金利型・固定金利型）�

みちのく大型教育ローン�
（変動金利型）�

みちのく福祉介護ローン�
（変動金利型）�

みちのく多目的ローン�
“Doプラン”（変動金利型）�

みちのく住宅サポートローン�
“みちのく快適ライフ”�
（変動金利型）�

みちのくアパートローン�

商品名�

●生活を豊かに�

みちのくフリーローン「即談即決」�

みちのくスーパーカードローン�

みちのくワイドカードローン�

みちのくカードローン�

500万円以内�

500万円以内�

1,000万円以内�

500万円以内�

300万円以内�

500万円以内�

300万円以内�

極度額：500万円�

極度額：200・300万円�

極度額：30・50・100万円�

極度額：20万円�

極度額：10万円�

8年以内�

3年（審査更新）�

3年（自動更新）�

2年（自動更新）�

3年（自動更新）�

10年以内�

14年6ヵ月以内�

20年以内�

10,000万円以内� 30年以内�

10年以内�

10年以内�

35年以内�

自動車（中古車を含む）購入、車検・修理、免許取得などマイカー費用のすべて�
ロードサービス、交通傷害保険のいずれかのサービス選択が可能�

高校以上の学校の入学・進学に必要な費用のすべて（下宿代などを含む）�

所有地へのアパート建築�

高校以上の学校の入学・進学に必要な費用のすべて（下宿代などを含む）�

①福祉介護用具の購入および付帯設備工事資金�
②身体障害者の方が使用する特殊機能のついた自動車の購入・改造・車検などの資金�

〔住宅ローン新規契約先〕�
①土地・住宅建築資金、リフォーム資金および事業資金を除く目的資金�
②当行・他金融機関（クレジット会社含む）のローン・クレジット等のおまとめ資金�

〔住宅ローン既契約先〕�
自由（ただし、事業資金を除く）�

自由�
（ただし、事業資金を除く）�

みちのくスーパーフリーローン（変動金利型）� 5,000万円以内� 25年以内�

ご�融資金額�資金�のお�使い�み�ち��� ご�融資期間�

①ブライダルプラン　②トラベルプラン　③メディカルプラン　�
④スポーツプラン　⑤メモリアルプラン　⑥カルチャープラン　⑦リビングプラン�

資金�のお�使い�み�ち��� ご�融資金額� ご�融資期間�

資金のお使いみち� ご融資期間� ご融資対象先�ご融資金額�

無 担 保 � 　 �
有 担 保 �

●�
商品名�

●事業資金 ビジネスローンシリーズ（原則 無担保・第三者保証人不要）�

クイックファンド（青森県）�

みちのくビジネスローン（青森県）�

みちのくビジネスローン（北海道）�

みちのくビジネスローン（秋田県）�

1億円以内�
※ただし運転資金は平均月商の3倍以内�

3,000万円以内�

1,000万円以内�

3,000万円以内�

法人・個人事業主�

法人・個人事業主�

法人・個人事業主�

法人�5年以内�

3年以内�

運転資金・設備資金�

運転資金・設備資金�

運転資金・設備資金�

運転資金�

みちのくビジネスローン（岩手県）�
セレクトファンド�

5,000万円以内� 法人・個人事業主�運転資金・設備資金�

みちのくビジネスローンⅡ�
ふるさと応援団�

3,000万円以内（新規先は2,000万円以内）�
※ただし平均月商の3倍以内�

3,000万円以内（新規先は2,000万円以内）�
※ただし平均月商の3倍以内�

法人�
3年以内�
（新規取引先は1年以内）�

3年以内�
（新規取引先は1年以内）�

運転資金�

みちのくビジネスローンⅡ�
ふるさと応援団プラス�

個人事業主�運転資金�

みちのくTKC戦略経営者ローン� 2,000万円以内� 法人�運転資金�

資金のお使いみち� ご融資期間� ご融資対象先�ご融資金額�

　 �

フレッシュカードローン�

みちのくダッシュ20
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●�●外国為替業務�
 種　　　類 内　　　　　　　容�

外貨預金�

外貨普通預金�

外貨定期預金�

シティバンクとの業務提携�

みちのく夢ドルフィン�

外貨両替�

みちのくワールドキャッシュ�

旅行小切手（T/C）�

金の取り扱い�

外国通貨�

外国送金�

電信送金�

送金小切手�

貿　易�

輸　出�

輸　入�

全店で外国通貨・旅行小切手の両替を取り扱いしております。また、香港上海銀行と提携して「外貨宅配サービス」および「外貨�
郵送買取サービス」による外国通貨と旅行小切手の両替も取り次ぎしております。�

青森県内の10ヵ店で「金のお預り証書」により金を売買しております。また、本店営業部では「金地金」を売買しております。�
「金のお預り証書」による売買単位は100g以上、100g単位。「金地金」は100g、500g、1kgの3種類です。�

海外旅行などの際に安全で便利です。日本円のほか主要外貨建て旅行小切手の販売と、お持ち帰り旅行小切手の買い取りを�
いたします。なお、販売の際には新婚旅行のお客さまなどを対象に発行手数料の割引サービスを実施しております。�

外貨での自由な預け入れ・引き出しができます。�
外国からの外国送金の受取口座にしたり、為替相場の動向を見て円に替える場合に便利です。�

円建て普通預金から毎月一定金額を引き落とし、米ドル外貨普通預金にご入金する積立型の外貨預金です。�
毎月1万円以上1万円単位で振替することができますので、積み立て感覚で始めることができます。�

預け入れ通貨に応じた金利をお付けする外貨建ての定期預金です。�
ご希望に応じ、リスク回避のための先物為替予約もお受けいたします。自動継続の取り扱いができます。�

当行のキャッシュカードに海外ATMでの現地通貨の引き出しや、海外でお買い物代金の即時決済ができるシティバンクのワール�
ドキャッシュ機能を付加した「みちのくワールドキャッシュ」を全店で取り扱いしております。�

諸代金、生活費などを海外へ送金することができます。また、海外からの送金をお受け取りになることもできます。�
全店にて取り扱いしております。�

米ドル・ユーロ・英ポンドなどの主要外国通貨で預け入れいただく預金で、お利息も外貨で付きます（　　　　　　　　　）。�
全店にて取り扱いしております。�

（�自動定額振替外貨普通預金�）�

日本円を米ドル、ユーロ、英ポンドなどの主要外国通貨に両替いたします。また、お持ちの外国通貨を日本円に両替いたします。�

海外の支払銀行へ電信によって送金する方法です。�

当行が振り出した小切手を、お客さまから直接海外の受取人さまへ送付いただく方法です。�

輸入・輸出などの円滑な貿易取引のお手伝いをさせていただきます。�

輸出信用状の通知、輸出手形・外貨建て小切手の買取・取立などを取り扱いしております。�

輸入信用状の開設、輸入ユーザンス、輸入代金の送金などを取り扱いしております。�

シティバンク・エヌ・エイ（本店：ニューヨーク）と業務提携を行っております。�

外貨のままで入出金される場�
合は手数料が必要となります�

国際業務
地域の国際化を積極的に支援する銀行として、お客さまの国

際化ニーズにお応えするため、外貨両替・外貨預金・外国送

金・輸出入関連業務など、国際業務サービスの拡充と支援体

制の強化に取組んでおります。

「外貨両替」につきましては、当行全店の窓口および青森空

港両替所・函館空港両替所において取り扱いしているほか、

香港上海銀行との提携による「外貨宅配サービス」および

「外貨郵送買取サービス」を全店の窓口にてお取り次ぎしてお

ります。これにより、米ドル・ユーロ・韓国ウォンなどの主

要通貨を当行窓口で両替できるほか、その他の国の通貨につ

きましても両替サービスの提供が可能となっております。

また、「輸出入関連業務」を除き、「外貨預金」や「外国送金」

などにつきましても、全店で取り扱いする体制を整え、処理

の迅速化に努めております。今後も多様化するお客さまの金

融資産運用ニーズと経済の国際化に対応するため、新商品の

開発やサービスのより一層の充実に鋭意努力してまいります。

海外ネットワーク
中国

当行は平成16年10月、中国国内3拠点目となる「上海駐在

員事務所」を開設いたしました。これにより、すでに設置し

ている武漢駐在員事務所（湖北省武漢市　平成9年10月開設）、

「北日本財務（香港）有限公司」（平成5年9月設立）との連携

による相乗効果を期待し、中国国内の金融・経済動向調査、

情報収集活動をより積極的に展開してまいります。

ロシア

当行は平成11年7月、ロシア連邦モスクワ市に日本の銀

行としては初めてとなる100％出資の現地法人である「み

ちのく銀行（モスクワ）」を設立いたしました。そして、平

成14年8月にはユジノサハリンスク市にその支店を開設し

ましたが、これはロシア極東における最初の外国銀行の支

店開設となりました。このユジノサハリンスク支店開設に

続き、平成15年7月にはハバロフスク市にも支店を開設し、

平成17年1月にはロシア連邦預金保険機構への加入を認め

られております。

日本とロシアの経済関係は、ロシア経済の着実な発展と

経済改革の進展を受けて、大きく拡大していくことが期待

されております。特に、石油や天然ガスなどの資源開発に

より、経済活況の兆しを示している極東地域とのビジネス

には大きなチャンスがあると思われます。

「みちのく銀行（モスクワ）」は、平成15年6月に開始し

た住宅ローン等の個人向け融資を積極的に推進するほか、

日系企業およびその取引先などの優良企業への融資につい

ても真剣に取り組んでいきたいと考えております。

金融の自由化が進展し、金利選好意識が定着したなか

で、皆さまの幅広いニーズにお応えするために国債等の

窓口販売および既発債の売買を取り扱いしております。

国債は国が発行する安全確実な債券で、皆さまの堅

実な財産づくりにお役に立てるものと考えております。

また、投資信託の販売も平成10年12月1日より開

始し、出張所を除く全支店（108ヵ店）で取り扱いし

ておりますので、お客さまの多彩なマネープランに役

立つものと考えております。

今後、国債や投資信託等は、預金と同様に個人金融

資産のなかで、重要な位置を占めることが予想されま

●�

●�
種　類 内　　容�

●証券業務�

 　　投信会社   商 品 名 商品分類�

●投資信託取扱商品（平成17年6月30日現在）�

公共債の窓口販売�

ディーリング業務�

投資信託の窓口販売�

FS海外株式ファンドA（為替ヘッジあり）�

FS海外株式ファンドB（為替ヘッジなし）�

FS海外高格付け債ファンドA（為替ヘッジあり）�

FS海外高格付け債ファンドB（為替ヘッジなし）�

FSハイ・イールド・ボンド・ファンドA（為替ヘッジあり）�

FSハイ・イールド・ボンド・ファンドB（為替ヘッジなし）�

FS日本株式ファンド�

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド�

フィデリティ バランス・ファンド�

インデックスファンド225

日興ワールド エクイティ オープン�

日興エコファンド�

株式インデックス225

野村MMF

アクティブ・ニッポン［愛称：武蔵］�

インデックスファンド225

UFJパートナーズTOPIX・ファンド�

SーFUND A号/B号/C号�

富士TOPIXオープン�

富士グローバル・アクティブ・オープン�

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）�

クレ�デ�ィ�・�ス�イ�ス�投信�

ゴールドマン・サックスアセット・マネジメント�

フィデリティ投信�

日興アセットマネジメント�

��

野村アセットマネジメント�

大和証券投資信託委託�

UFJパートナーズ投信�

��

��

富士投信投資顧問�

��

国際投信投資顧問�

国際株式型�

国際株式型�

バランス型�

バランス型�

バランス型�

バランス型�

国内株式型�

バランス型�

バランス型�

インデックス型�

国際株式型�

国内株式型�

バランス型�

インデックス型�

MMF型�

国内株式型�

インデックス型�

インデックス型�

バランス型�

インデックス型�

国際株式型�

バランス型�

既に発行済の公共債の売買を取り扱いしております。�

お客さまから集めた資金をひとつにまとめ、投信会社が株式や債券などに投資し、その成果をお客さまに�
分配するしくみの商品です。�
出張所を除く全支店（108カ店）で投資信託22商品（平成17年6月30日現在）の取り扱いを行っております。�

公共債の窓口販売を取り扱いしております。主な商品は、長期利付国債（10年）、中期利付国債（2年、5年）�
および個人向け変動利付国債（10年）等です。申込み単位は利付国債5万円、個人向け変動利付国債1万円�
となっております。�

※バランス型ファンドは、投資信託協会の商品分類で、株式の組入れ比率が70％未満のファンドで株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うものであります。�

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）［愛称：月桂樹］�

すが、当行は専門的な知識を有する行員を取扱店に配

置し、お客さまの多様なニーズに応えられるよう、努

めてまいります。

みちのく銀行（モスクワ）
モスクワ本店

みちのく銀行（モスクワ）
ユジノサハリンスク支店

みちのく銀行（モスクワ）
ハバロフスク支店
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地域貢献への取り組み

●●法人向け「〈みちのく〉財務診断
サービス」の取り扱い
平成16年6月より「〈みちのく〉財務診断サービス」

を開始しており、多くのお客さまからご好評をいただ

いております。

このサービスは、お客さまからいただいた決算書を、

わかりやすくグラフ化し、分析した資料の提供を無料

で行うものであり、経営に関するコンサルティングの

一環として、お取引の有無を問わず幅広いお客さまに

ご利用いただいております。

●●中小企業向けスピード融資の推進
当行では、中小企業の最大のニーズである融資申込の

迅速回答に応えるため、無担保・スピード融資の商品提

供に積極的に取り組んでおります。

なかでも、平成15年4月に、取り扱いを開始した青

森県信用保証協会付き「〈みちのく〉ビジネスローン」

は多くのお客さまからご好評をいただいているほか、平

成16年6月には、当行独自の審査基準に基づいた「〈み

ちのく〉ビジネスローンⅡふるさと応援団」を新たに発

売するなど、お客さまの多様な資金ニーズヘの迅速な対

応を可能としております。

取扱開始日�

平成15年�
4月�

平成16年�
6月�

平成16年�
10月�

平成16年�
10月�

取扱商品名�

2,411

2,907

537

493

ビジネスローン�
（青森県版 信用保証協会付き）�

ビジネスローンⅡ�
（法人向け あいおい保険損保付き）�

ビジネスローンⅡ�
（個人事業主向け みちのくリース保証付き）�

ビジネスローン�
（北海道・秋田県版 信用保証協会付き）�

平成17年3月末残高�

■中小企業向けビジネスローンの取扱実績� （単位：百万円）�

●●保証付私募債の取り扱い状況
当行では、中小企業が発行する信用保証協会保証付

き私募債の受託業務につきましても、お客さまの資金

ニーズに応えるべく積極的に取り組んでおります。

平成14年10月の取り扱い開始から平成17年3月末

までに当行が引き受けた保証付き私募債の受託残高は、

28社、37億円に達しました。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成14年下期� 平成15年下期� 平成16年下期�

平成16年3月までの引受額の推移�

600

2,500

3,700

�

（単位：百万円）�

■資金調達手段における私募債の位置付け�

間接金融�

直接金融� 増資�

外国債�
公募債�社債�

国内債�
私募債�

長期借入金�

手形割引・短期借入金�

CP（コマーシャルペーパー）�

資
金
調
達�

●●税理士との連携による貸出金利
優遇制度について
当行では、東北税理士会と連携・協力し、平成16年

4月1日より精度の高い財務諸表を開示した中小企業に

対し、貸出金利を最大で0.2％優遇する内容で東北税

理士会と合意しました。

具体的には、日本税理士会連合会が設定した「中小

会社会計基準」に基づいて、税理士が決算書類を作成

している中小企業から「中小会社会計基準適用に関す

るチェック・リスト」を当行に提出していただき、融

資可能となった法人のお客さまに対しては、当行所定

の貸出金利より最大で0.2％優遇するものです。

［金利優遇対象先］
中小会社会計基準に基づいて決算書類を作成し、「中小会社会計

基準チェック・リスト」の提出にて融資可能となった先で、以下
の条件に該当する中小企業
対 象 者……当行総貸出金が5,000万円未満の中小企業
資金使途……新規の運転資金のみ
期　　間……3年以内
そ の 他……制度融資等により、金利基準が当行所定とされてい

ない場合は対象外

●●政府系金融機関との業務協力について
当行では、地域経済の発展に貢献することを目的に、

各政府系金融機関と業務協力協定を締結し、地域中小

企業に係わる金融のより一層の円滑化に向けて取り組

んでおります。

中小企業金融公庫�

日本政策投資銀行�

商工組合中央金庫�

締結�日�政府系金融機関�

平成16年  2月16日�

平成15年12月10日�

平成16年  3月11日�

農林漁業金融公庫� 平成16年  7月30日�

■業務協力協定を締結した政府系金融機関�

●主な連携業務
（1）創業支援・新分野進出

◎新分野・新事業に関する情報交換
◎ベンチャー企業等に関する情報交換
◎ベンチャー投資手法等に関する情報交換
◎協調融資

（2）経営相談・情報提供による顧客支援
◎販路・拠点等お取引先の営業関連情報交換
◎お客さまの商品の販売先、仕入れ先などに関する情報交換
◎お客さまの事業承継、業務提携、買収、合併などに関する情報交換
◎海外進出に係る現地情報の提供
◎海外投資相談に関する情報交換

（3）事業（企業）再生・再建支援
◎お取引先の経営改善計画策定支援
◎支援ノウハウ等に関する情報交換
◎その他

●●「〈みちのく〉TKC戦略経営者
ローン」取り扱い状況
当行では、中小企業の資金調達をより一層支援する

ために、平成15年11月10日より、会計事務所向けシ

ステム会社（株）TKCと提携した「〈みちのく〉TKC

戦略経営者ローン」の取り扱いを開始しております。

このローンは、TKC会員税理士となっている税理

士・公認会計士と顧問契約のある青森県内の中小企業

を対象とした商品です。

お申し込みは、パソコン上での無対面審査となって

いるほか、審査結果も最短で2営業日、最長でも5営業

日での通知を可能としております。

パソコン上での�

無対面審査�

担保�
不要�

保証人�

代表者�

審査結果�

最短2営業日�
（最長でも5営業日）�

ご融資金額�

100万円以上�
2,000万円まで�

ご融資期間�

1か月以上�
最長36か月�

●●福祉医療機構との協調融資について
平成16年12月3日、独立行政法人福祉医療機構と、

社会福祉法人による社会福祉事業施設の整備事業に関

して、協調融資の覚書を締結しました。

本協調融資は、これまで民間金融機関から社会福

祉法人に対する融資実績が少ないことを考慮し、福

祉医療機構と当行が相互に貸付に関する情報交換等

を行うことによって、老人福祉施設整備にかかる資

金調達がより一層円滑に図られることを目的に取り

組んでおります。

■（参考）福祉医療機構　協調融資の概要�

社会福祉法人（申込人）�

福祉医療機構� 当　行�

融資相談・申込�

計数・資料の提供�計数・資料の提供�

融資に関しての情報交換�

審査結果�審査結果�

 ● 資金の安定性が高く資金調達の多様化が図られます�
　満期一括償還であるため、借入金と比較して資金の安定度は
極めて高くなります。（利金は年2回）また、銀行借入を調達手段
とした、公募増資・公募債発行のできない非上場企業にとっては
資金調達の多様化が図られます。�

 ● 対外信用力のアップが図られます�
　私募債（保証協会共同保証）は、優良企業しか発行できない厳
しい「適債基準」をクリアーしなければなりません。したがって、
「私募債発行企業＝優良企業」という対外信用力を大きく向上
させることができます。�

 ● 長期固定金利かつ後払い方式です�
　直接金融は、一般的に間接金融における利率より低利で調達
が可能であり、長期（最長7年）にわたって低コストのメリットが
受けられます。また、現在の低金利時代においては、長期・固定
金利のメリットが更に大きいといえます。�

 ● 手続きが簡単です�
　ほとんどの事務手続は、財務代理人である当行が代行します
ので、発行会社の事務負担は軽微です。また、ディスクロージャ
ーが不要です。財務代理人・総額引受人・登録機関は、すべて当
行となりますので、発行から償還まで発行会社の事務負担はほ
とんどございません。�

■私募債発行の企業メリット�



※業務監視委員会は、今般新設　※経営会議は、常務会を名称変更�

株主総会�

取締役会�

監査役会�

業務監視委員会�

経営会議�

監査部門�企画部門�営業部門�管理部門�
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ン
プ
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イ
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ン
ス
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組織および役員の状況

●●組織図（平成17年7月19日現在）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

組
織
お
よ
び
役
員
の
状
況

代表取締役会長 上杉
うえすぎ

純雄
す み お

代表取締役頭取 杉本
すぎもと

康雄
や す お

取 締 役 赤平
あかひら

仁
ひとし

取 締 役 工藤
く ど う

達也
た つ や

取 締 役 屋崎
や ざ き

哲
さとし

取締役（非常勤） 柳谷
やなぎや

透
とおる

取締役（非常勤） 赤津
あ か つ

重光
じゅうこう

●●役員（平成17年7月19日現在）

（注）1.取締役のうち柳谷透、赤津重光の両氏は、
商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外
取締役であります。

2.小倉宏是、山本忠道、榊佳弘、大坂健蔵、
白土泰次の5氏は、株式会社の監査等に関する
商法の特例に関する法律第18条第1項に定め
る社外監査役であります。

執 行 役 員 小守
こ も り

誠
まこと

本 店 営 業 部 長

執 行 役 員 澤谷
さ わ や

壽光
としみつ

函 館 支 店 長

執 行 役 員 寺尾
て ら お

進
すすむ

八 戸 支 店 長

執 行 役 員 古川
こ が わ

紀久
のりひさ

弘 前 営 業 部 長

常 任 監 査 役 小倉
お ぐ ら

宏是
ひろよし

監査役（非常勤） 山本
やまもと

忠道
ただみち

監査役（非常勤） 榊
さかき

佳弘
よしひろ

監査役（非常勤） 大坂
おおさか

健蔵
けんぞう

監査役（非常勤） 白土
し ら と

泰次
た い じ

■従業員の推移� ■従業員の平均年齢/平均勤続年数/平均給与月額�
年度別�平成14年度� 平成15年度� 平成16年度�区　分�

平 均 年 齢 �

平均勤続年数�

平均給与月額�

41歳9月�

20年2月�

383千円�

41歳10月�

20年2月�

386千円�

42歳3月�

20年5月�

405千円�

年度別�平成14年度�平成15年度� 平成16年度�区　分�

男　　性�

女　　性�

合　　計�

嘱託・その他パート�

976

355

1,331

690

919

332

1,251

715

899

313

1,212

693
※1 正行員　※2 海外事務所現地採用者含む�

※1

※2

（単位：人）�

コーポレートデータ

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

店
舗
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

店舗ネットワーク

■店舗状況�

■自動機器（ATM）設置状況�

青森県内�

青森県外�

海　　外�

合　　計�

87

21

－�

108

9

－�

－�

9

－�

－�

－�

－�

－�

－�

2

2

本・支店�

店舗内� 店舗外�
県　内�

県　外�

合　計�

213

32

245

96

21

117

出張所� 代理店�駐在員事務所�

（設置箇所数）�

※店舗外については他行幹事の共同利用による�
自動機器（ATM）も含んでおります。�

●�大間支店�

��

むつ市内3ヵ店�

三沢市内2ヵ店�

十和田市内3ヵ店�

八戸市内17ヵ店�

弘前市内13ヵ店�

青森市内30ヵ店�

五所川原市内4ヵ店�

つがる市内3ヵ店�

●�横浜支店�

●�六�ヶ�所支店�

●�小泊支店�

●�中里支店�

●�鯵�ヶ�沢支店�

●�深浦支店�

●�岩崎支店�

●�岩木支店�

●�鶴田支店�
板柳支店�●���

●�黒石支店�

●�平賀支店�

●�大鰐支店�

●�小湊支店�
●�野辺地支店�

●�天間林支店�

●�七戸支店�

●�五戸支店�

●�南部支店�
●�三戸支店�

��

国内・海外店舗�

海外現地法人�

みちのく銀行（モスクワ）�
ユジノサハリンスク支店�

みちのく銀行（モスクワ）�
ハバロフスク支店��

武漢駐在員事務所�

北日本財務（香港）�
有限公司�

みちのく銀行�
（モスクワ）�

北海道  9ヵ店�

青森県96ヵ店�

秋田県  4ヵ店�

岩手県  5ヵ店�

宮城県  1ヵ店�

埼玉県  1ヵ店�

東京都  1ヵ店�

上海駐在員事務所�

●�

��

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●���

●�

●�

●�

●�
●�

●�

●�

●�

●�

●�

●●青森県内店舗配置図（平成17年6月30日現在）

●●国内／海外店舗・海外現地法人配置図（平成17年6月30日現在）



4544

店舗一覧

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

店
舗
一
覧

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

店
舗
一
覧

青森県（青森市及び近郊）

●●● 本　店　営　業　部 （017）774-1111
〒030-8622 青森市勝田一丁目3の1

本店営業部イトーヨーカドー青森店出張所 （017）739-1877
〒030-0843 青森市浜田一丁目14の１（イトーヨーカドー青森店内）

● 青 　 森 　 支 　 店 （017）722-6211
〒030-0801 青森市新町二丁目1の12

● 新 　 町 　 支 　 店 （017）723-3651
〒030-0801 青森市新町一丁目11の22

● 古 　 川 　 支 　 店 （017）722-1541
〒030-0862 青森市古川一丁目16の9

古川支店ユニバース沖館店出張所 （017）782-1075
〒038-0002 青森市沖館一丁目13の１（ユニバース沖館店内）

● 国 　 道 　 支 　 店 （017）722-1300
〒030-0822 青森市中央一丁目23の5

● 旭 　 町 　 支 　 店 （017）775-1836
〒030-0851 青森市旭町一丁目2の30

● 浪　館　通　支　店 （017）777-2166
〒038-0013 青森市久須志二丁目5の14

● 金 　 沢 　 支 　 店 （017）722-2223
〒030-0853 青森市金沢四丁目14の10

● 沖 　 館 　 支 　 店 （017）766-5141
〒038-0011 青森市篠田二丁目8の3

● 本 　 町 　 支 　 店 （017）773-2151
〒030-0802 青森市本町二丁目7の11

● 堤 　 橋 　 支 　 店 （017）734-6311
〒030-0812 青森市堤町一丁目8の7

● 栄 　 町 　 支 　 店 （017）741-0571
〒030-0903 青森市栄町一丁目13の13

● 浪 　 打 　 支 　 店 （017）743-3326
〒030-0961 青森市浪打一丁目3の23

● 佃　　　支　　　店 （017）743-7030
〒030-0963 青森市中佃二丁目19の17

● 八　重　田　支　店 （017）726-0611
〒030-0919 青森市はまなす一丁目1の15

● 桜 　 川 　 支 　 店 （017）774-2323
〒030-0841 青森市奥野三丁目1の1

● 筒 　 井 　 支 　 店 （017）738-3344
〒030-0944 青森市大字筒井字八ッ橋234の2

● 石 　 江 　 支 　 店 （017）766-1661
〒038-0003 青森市大字石江字江渡4の2

● 青　森　南　支　店 （017）776-1221
〒030-0845 青森市緑三丁目9の1

● 小 　 柳 　 支 　 店 （017）741-1221
〒030-0915 青森市小柳一丁目19の32

● 三 　 内 　 支 　 店 （017）782-6655
〒038-0031 青森市里見一丁目8の34

● 小 　 浜 　 支 　 店 （017）781-1777
〒038-0002 青森市沖館四丁目1の12

● 戸 　 山 　 支 　 店 （017）742-1181
〒030-0953 青森市大字駒込字螢沢48の92

● 新 　 城 　 支 　 店 （017）787-2525
〒038-0042 青森市大字新城字平岡231の8

● 浅 　 虫 　 支 　 店 （017）752-2241
〒039-3501 青森市大字浅虫字螢谷65の131

● 問　屋　町　支　店 （017）739-1100
〒030-0113 青森市第二問屋町三丁目4の25

問屋町支店流通団地出張所 （017）729-3811
〒030-0142 青森市大字野木宇野尻37の498（共同会館内）

● 浪 　 岡 　 支 　 店 （0172）62-3031
〒038-1311 青森市浪岡大字浪岡字細田192の1

● 小 　 湊 　 支 　 店 （017）755-2151
〒039-3321 東津軽郡平内町大字小湊字小湊193の1

●●● 弘　前　営　業　部 （0172）32-2111
〒036-8001 弘前市大字代官町39

弘前営業部ユニバース南大町店出張所 （0172）33-5665
〒036-8006 弘前市大字南大町一丁目10の１（ユニバース南大町店内）

● 下 土 手 町 支 店 （0172）32-4211
〒036-8182 弘前市大字土手町36

● 上 土 手 町 支 店 （0172）32-0411
〒036-8182 弘前市大字土手町211の1

● 大 　 町 　 支 　 店 （0172）34-2121
〒036-8004 弘前市大字大町三丁目1の2

● 城 　 東 　 支 　 店 （0172）27-6701
〒036-8092 弘前市大字城東北一丁目9の1

● 西　弘　前　支　店 （0172）35-2884
〒036-8155 弘前市大字中野一丁目13の41

● 亀　甲　町　支　店 （0172）33-6311
〒036-8332 弘前市大字亀甲町60

青森県（弘前市及び近郊）

● 石 　 渡 　 支 　 店 （0172）32-1151
〒036-8316 弘前市大字石渡四丁目2の1

● 松 　 原 　 支 　 店 （0172）87-5511
〒036-8142 弘前市大字松原西二丁目2の3

● 大 学 病 院 前 支 店 （0172）34-4500
〒036-8203 弘前市大字本町37の1

● 堅 　 田 　 支 　 店 （0172）35-1400
〒036-8051 弘前市大字宮川三丁目2の4

● 松　森　町　支　店 （0172）35-1210
〒036-8173 弘前市大字富田町8の3

● 岩 　 木 　 支 　 店 （0172）82-4538
〒036-1313 中津軽郡岩木町大字賀田一丁目6の5

●● む 　 つ 　 支 　 店 （0175）22-2241
〒035-0031 むつ市柳町一丁目1の18

● 大 　 湊 　 支 　 店 （0175）24-3355
〒035-0084 むつ市大湊新町16の6

● 大 　 畑 　 支 　 店 （0175）34-3255
〒039-4401 むつ市大畑町新町1の1

● 大 　 間 　 支 　 店 （0175）37-3130
〒039-4601 下北郡大間町大字大間字奥戸上道19の2

● 横 　 浜 　 支 　 店 （0175）78-2531
〒039-4136 上北郡横浜町字横浜62の2

● 六　ヶ　所　支　店 （0175）72-2231
〒039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附333

●● 野　辺　地　支　店 （0175）64-3121
〒039-3131 上北郡野辺地町字野辺地199の3

●●● 三 　 沢 　 支 　 店 （0176）53-3121
〒033-0001 三沢市中央町三丁目7の26

● 岡　三　沢　支　店 （0176）57-4481
〒033-0021 三沢市岡三沢二丁目1の4

●● 十　和　田　支　店 （0176）23-3161
〒034-8691 十和田市稲生町16の56

● 穂 　 並 　 支 　 店 （0176）22-8766
〒034-0037 十和田市穂並町7の2

● 十 鉄 駅 ビ ル 支 店 （0176）23-3171
〒034-0012 十和田市東一番町4の10

● 七 　 戸 　 支 　 店 （0176）62-2181
〒039-2525 上北郡七戸町字七戸210

● 天　間　林　支　店 （0176）68-4111
〒039-2832 上北郡七戸町字道ノ上67の6

● 五 　 戸 　 支 　 店 （0178）62-2551
〒039-1559 三戸郡五戸町字下大町17の1

● 三 　 戸 　 支 　 店 （0179）22-2331
〒039-0131 三戸郡三戸町大字二日町86

● 南 　 部 　 支 　 店 （0179）23-3118
〒039-0103 三戸郡南部町大字大向字経ヶ森10の3

青森県（県南）

● 大 　 鰐 　 支 　 店 （0172）48-3111
〒038-0211 南津軽郡大鰐町大字本町字大鰐90

● 平 　 賀 　 支 　 店 （0172）44-3141
〒036-0103 南津軽郡平賀町大字本町字北柳田12

●● 黒 　 石 　 支 　 店 （0172）52-2155
〒036-0306 黒石市大字内町64

●● 五 所 川 原 支 店 （0173）35-2101
〒037-8610 五所川原市字本町50

● 松 　 島 　 支 　 店 （0173）35-1551
〒037-0016 五所川原市字一ッ谷547の9

● 金 　 木 　 支 　 店 （0173）53-3131
〒037-0202 五所川原市金木町朝日山188の1

● 板 　 柳 　 支 　 店 （0172）73-2121
〒038-3662 北津軽郡板柳町大字板柳字土井325の1

● 鶴 　 田 　 支 　 店 （0173）22-3303
〒038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松118

● 中 　 里 　 支 　 店 （0173）57-2231
〒037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字亀山455の1

● 小 　 泊 　 支 　 店 （0173）64-2611
〒037-0522 北津軽郡中泊町大字小泊字小泊245の1

小泊支店市浦出張所 （0173）62-3737
〒037-0401 五所川原市相内80

● 木 　 造 　 支 　 店 （0173）42-2145
〒038-3145 つがる市木造千代町54

木造支店森田出張所 （0173）26-3522
〒038-2815 つがる市森田町山田雲崎32

● 車 　 力 　 支 　 店 （0173）56-3477
〒038-3303 つがる市車力町若林12の6

● 鰺　ヶ　沢　支　店 （0173）72-2101
〒038-2752 西津軽郡鰺ヶ沢町大字七ツ石町15の3

● 深 　 浦 　 支 　 店 （0173）74-2511
〒038-2324 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町341の2

● 岩 　 崎 　 支 　 店 （0173）77-3121
〒038-2202 西津軽郡深浦町大字岩崎字松原51の33

青森県（津軽）

●●● 八 　 戸 　 支 　 店 （0178）43-3141
〒031-0086 八戸市大字八日町27

八戸支店ラピア出張所 （0178）22-5553
〒031-8585 八戸市江陽二丁目14の1（八戸ショッピングセンターラピア内）

八戸支店八戸ニュータウン出張所 （0178）27-7755
〒039-1114 八戸市白山台五丁目1の7（ユニバース八戸ニュータウン店内）

八戸支店ユニバース南類家店出張所 （0178）43-1400
〒031-0004 八戸市南類家二丁目9の5（ユニバース南類家店内）

● 柳 　 町 　 支 　 店 （0178）33-0117
〒031-0812 八戸市大字湊町字柳町2の1

● 旭　ヶ　丘　支　店 （0178）25-0001
〒031-0813 八戸市大字新井田字小久保尻16の146

● 湊　　　支　　　店 （0178）22-6351
〒031-0802 八戸市小中野八丁目9の15

● 白 　 銀 　 支 　 店 （0178）33-2181
〒031-0821 八戸市白銀四丁目11の2

● 小　中　野　支　店 （0178）22-7171
〒031-0802 八戸市小中野一丁目3の1

● 長　横　町　支　店 （0178）43-7241
〒031-0089 八戸市大字長横町11の7

● 八 戸 駅 前 支 店 （0178）27-3456
〒039-1102 八戸市一番町二丁目2の8

● 大　杉　平　支　店 （0178）43-7381
〒031-0058 八戸市大字上組町59の4

● 城 　 下 　 支 　 店 （0178）45-7321
〒031-0071 八戸市沼舘一丁目4の13

● 河　原　木　支　店 （0178）20-2511
〒039-1164 八戸市下長四丁目10の12

● 多　賀　台　支　店 （0178）52-5122
〒039-2242 八戸市多賀台一丁目1の2

● 類 　 家 　 支 　 店 （0178）46-3155
〒031-0804 八戸市青葉三丁目3の20

● 根 　 城 　 支 　 店 （0178）47-8800
〒031-0073 八戸市売市三丁目2の8

青森県（八戸市）

● 久 　 慈 　 支 　 店 （0194）53-2345
〒028-0062 久慈市二十八日町一丁目1

● 二 　 戸 　 支 　 店 （0195）23-3186
〒028-6101 二戸市福岡字五日町76

● 軽 　 米 　 支 　 店 （0195）46-2311
〒028-6302 九戸郡軽米町大字軽米第八地割120の1

● 盛 　 岡 　 支 　 店 （019）622-5161
〒020-0022 盛岡市大通一丁目3の4

● 南　大　通　支　店 （019）623-5495
〒020-0874 盛岡市南大通一丁目12の38

岩手県

● 秋 　 田 　 支 　 店 （018）862-2255
〒010-0921 秋田市大町三丁目2の44

● 大 　 館 　 支 　 店 （0186）42-1801
〒017-0896 大館市字大館92

● 比 　 内 　 支 　 店 （0186）55-1105
〒018-5701 大館市比内町扇田字下扇田53の1

● 能 　 代 　 支 　 店 （0185）54-6644
〒016-0821 能代市畠町3の10

秋田県

● 札 　 幌 　 支 　 店 （011）261-5511
〒060-0062 札幌市中央区南二条西六丁目6

● 札　幌　西　支　店 （011）643-1111
〒063-0801 札幌市西区二十四軒一条七丁目2の21

●●● 函 　 館 　 支 　 店 （0138）23-8101
〒040-8691 函館市千歳町9の10

● 亀 　 田 　 支 　 店 （0138）43-2211
〒040-0081 函館市田家町9の25

● 柏　木　町　支　店 （0138）55-9821
〒042-0942 函館市柏木町11の38

● 美 　 原 　 支 　 店 （0138）46-5333
〒041-0806 函館市美原二丁目38の7

● 湯 　 川 　 支 　 店 （0138）57-3000
〒042-0932 函館市湯川町三丁目40の1

● き き ょ う 支 店 （0138）49-1313
〒041-0824 函館市西桔梗町589の51

● 七　重　浜　支　店 （0138）49-6111
〒049-0111 上磯郡上磯町七重浜三丁目2の41

北海道

● ● 仙 　 台 　 支 　 店 （022）222-1501
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目3の20

宮城県

● 浦 　 和 　 支 　 店 （048）885-1234
〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町1の8

埼玉県

● ● 東 　 京 　 支 　 店 （03）3661-8011
〒103-8691 中央区日本橋大伝馬町7の5

東　京　事　務　所 （03）3661-8011
〒103-8691 中央区日本橋大伝馬町7の5

東京都

武漢駐在員事務所 86-27-8572-8610

（Wuhan 〒430022 中華人民共和国湖北省武漢市
Representative Office） 漢口建設大道518号　招銀大厦2807室

上海駐在員事務所 86-21-6841-0698

（Shanghai 〒200120 中華人民共和国上海市浦東新区
Representative Office） 銀城東路101号　匯豊大厦28楼

海外駐在員事務所

北日本財務 852-2869-0823（代）

（香港）有限公司 中華人民共和国香港特別行政区
中環夏愨道十號　和記大厦1918室

（Michinoku Finance Suite 1918,Hutchison House,
（Hong Kong） Limited） 10 Harcourt Road,Central,Hong Kong

（株）みちのく銀行 7-095-729-5858（代）

（モスクワ）本店 37,Bolshaya Ordynka,Moscow,

（The Michinoku Bank 119017 Russian Federation
（Moscow） Ltd., Head Office）

（株）みちのく銀行（モスクワ） 7-509-95-1111（代）

ユジノサハリンスク支店 No.101,Michinoku Sakhalin Building,

（The Michinoku Bank（Moscow）Ltd., Lenina Street 234,Yuzhno-Sakhalinsk,
Yuzhno-Sakhalinsk Branch） 693000 Russian Federation

（株）みちのく銀行（モスクワ） 7-4212-64-9600（代）

ハバロフスク支店 Business Centre"Parus",2nd Floor

（The Michinoku Bank（Moscow）Ltd., Shevchenko Street 5, Khabarovsk,
Khabarovsk Branch） 680000 Russian Federation

海外現地法人

●は貿易関連業務取扱店、●は信託代理業務取扱店、●は投資信託取扱店
※土曜・日曜だけでなく、祭日も全店の自動サービスコーナーをご利用になれます。

※外貨両替、外貨預金、外国送金および外国払小切手の取立等は全店で取り扱いしております。

※平成17年6月30日現在の店舗一覧です。

●は貿易関連業務取扱店、●は信託代理業務取扱店、●は投資信託取扱店
※土曜・日曜だけでなく、祭日も全店の自動サービスコーナーをご利用になれます。
※外貨両替、外貨預金、外国送金および外国払小切手の取立等は全店で取り扱いしております。
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設置場所名 土
曜
日
祝

ダイエー弘前店 ○○

川島ビル ○○

メディアイン城東店 ○○

国道7号線バイパス ○○

八戸市（40ヶ所）

八戸市庁

八戸合同庁舎

八戸市民病院 ○○

八戸平和病院 ○○

八戸工業大学

JR八戸駅 ○○

桔梗野工業団地 ○

八戸インテリジェントプラザ ○

海上自衛隊八戸航空基地 ○

陸上自衛隊八戸駐屯地 ○

八戸陸上自衛隊北門前 ○○

ユニバース小中野店 ○○

ユニバース根城店 ○○

ユニバース下長店 ○○

ユニバース南類家店第2 ○○

八戸ニュータウン第2 ○○

ビッグハウス湊店 ○○

スーパーみなとや大杉平店 ○○

スーパーみなとや白銀大久保店 ○○

スーパーみなとや下長石堂店 ○○

スーパーみなとや河原木日計店 ○○

スーパーみなとや湊中道店 ○○

スーパーみなとや類家青葉店 ○○

よこまちストア旭ヶ丘店 ○○

よこまちストア吹上店 ○○

よこまちストア田面木店 ○○

よこまちストア新井田店 ○○

よこまちストア類家店 ○○

三光ストア本八戸駅前店 ○○

三光ストア岬台店 ○○

ヴィアノヴァ ○○

レック ○○

八食センター ○○

イトーヨーカドー八戸沼館店 ○○

ラピア第2 ○○

マックスバリュ八戸城下店 ○○

コープあおもりるいけ店 ○○

ミニストップ八戸ニュータウン中央店 ○○

鮫駅前 ○○

是川団地 ○○

黒石市（5ヶ所）

黒石市役所 ○○

黒石市国保黒石病院 ○○

ベニーマート黒石店 ○○

ジャスコ黒石店 ○○

いとく黒石店 ○○

五所川原市（9ヶ所）

五所川原市役所

五所川原合同庁舎

西北中央病院 ○

白生会胃腸病院 ○○

エルムショッピングセンター ○○

ダイエー五所川原店 ○○

なりかん五所川原店 ○○

スーパー佐藤長五所川原新宮店 ○○

金木タウンセンターノア ○○

つがる市（3ヶ所）

つがる市役所 ○○

イオン柏ショッピングセンター ○○

ジャスコ柏店食品館 ○○

むつ市（13ヶ所）

むつ市役所 ○○

むつ合同庁舎

むつ総合病院 ○○

大湊総監部 ○

マエダ本店 ○○

マエダ本店第2 ○○

マエダストア苫生店 ○○

マエダストア大湊バイパス店 ○○

むつショッピングセンター ○○

むつショッピングセンター中央店 ○○

マックスバリュむつ中央店 ○○

大畑庁舎 ○○

大畑病院 ○○

三沢市（5ヶ所）

市立三沢病院 ○

航空自衛隊三沢基地 ○

ユニバース松園町店 ○○

ヤマヨ三沢店 ○○

ビードルプラザ ○○

十和田市（9ヶ所）

十和田市役所

十和田市立中央病院 ○○

パワーズU十和田店 ○○

●店舗外ATM設置一覧

設置場所名 土
曜
日
祝

青森市（62ヶ所）

青森県庁

青森県庁第2

青森県庁第3

青森県庁第4

青森県共同ビル ○

青森市役所

青森県立中央病院 ○

青森市民病院 ○

あおもり協立病院 ○○

青森慈恵会病院 ○

青森公立大学 ○

青森県立保健大学 ○

青森空港ターミナルビル ○○

県民福祉プラザ ○○

青森県観光物産館（アスパム） ○○

流通団地 ○○

青森市交通部東部営業所 ○○

運転免許センター（※） ○

青森総合卸センター ○○

荒川市民センター ○○

油川市民センター ○○

陸上自衛隊青森駐屯地 ○○

県庁生協金沢店 ○○

県庁生協つくだ店 ○○

県庁生協新城店 ○○

県民生協はまなす館 ○○

県民生協あじさい館 ○○

県民生協さくら館 ○○

県民生協ひまわり館 ○○

県民生協コスモス館 ○○

県民生協あやめ館 ○○

ラ・セラ東バイパスショッピングセンター ○○

ユニバース東青森店 ○○

ユニバース筒井店 ○○

ユニバース三内店 ○○

ユニバース沖館店第2 ○○

ガーラタウンマエダ西バイパス店 ○○

ガーラタウンマエダ西バイパス店第2 ○○

マエダストア沖館店 ○○

マエダストア八重田店 ○○

マエダストア虹ケ丘店 ○○

マックスバリュ青森東店 ○○

マックスバリュ幸畑店 ○○

中三青森店 ○○

さくら野青森店 ○○

設置場所名

ラビナ ○○

AugA ○○

サンロード青森 ○○

ジャスコ青森店 ○○

ベニーマート観光通り店 ○○

サンワドー中央店2号館 ○○

タケダスポーツ青森西バイパス店 ○○

サンクス青森港町店 ○○

ミニストップ青葉1丁目店 ○○

NTT青森支店 ○○

青森駅前 ○○

浜館 ○○

小柳5丁目店 ○○

浪岡事務所 ○○

青森市立浪岡病院（共同） ○○

サンデー浪岡店 ○○

マックスバリュ浪岡店 ○○

弘前市（32ヶ所）

弘前市役所

弘前合同庁舎

弘前大学医学部付属病院 ○

国立弘前病院 ○○

弘前市立病院 ○

健生病院 ○○

弘前大学 ○○

弘前学院前 ○○

弘前市水道部

北和徳工業団地 ○

陸上自衛隊弘前駐屯地 ○

マルエス主婦の店桔梗野店 ○○

マルエス主婦の店宮園店 ○○

ユニバース堅田店 ○○

ユニバース南大町店第2 ○○

ユニバース城東店 ○○

カブセンター弘前店 ○○

カブセンター神田店 ○○

ベニーマート松原店 ○○

スーパー佐藤長大原店 ○○

スーパー佐藤長小比内店 ○○

マックスバリュ弘前下町店 ○○

マックスバリュ弘前城東店 ○○

マックスバリュ安原店 ○○

中三弘前店 ○○

さくら野弘前店 ○○

アプリーズ ○○

イトーヨーカドー弘前店 ○○

ユニバース東一番町店 ○○

ヤマヨ十和田店 ○○

十和田南ショッピングセンター ○○

十和田北園 ○○

十和田元町 ○○

十和田大学通り ○○

東津軽郡（1ヶ所）

かにたショッピングセンター ○○

西津軽郡（3ヶ所）

鰺ヶ沢町役場 ○○

鰺ヶ沢町立中央病院 ○○

深浦町役場 ○○

南津軽郡（5ヶ所）

大鰐町役場 ○○

大鰐病院 ○○

平賀町役場 ○○

マルエス主婦の店平賀店 ○○

ジャスコ藤崎店 ○○

北津軽郡（3ヶ所）

板柳中央病院 ○○

なりかん鶴田店 ○○

中里ショッピングタウンベル ○○

中津軽郡（1ヶ所）

西目屋村役場前 ○○

下北郡（1ヶ所）

東通村役場 ○

上北郡（13ヶ所）

日本原燃再処理工場事務所 ○

六ヶ所ショッピングセンター ○○

弥栄平 ○○

公立野辺地病院 ○

ヤマヨ下町店 ○○

マエダストア野辺地店 ○○

野辺地ショッピングセンター ○○

ヤマヨ乙供店 ○○

ユニバース上北町店 ○○

ユニバース百石店 ○○

ジャスコ七戸店 ○○

イオン下田ショッピングセンター ○○

六戸町役場 ○○

三戸郡（8ヶ所）

五戸総合病院 ○

マックスバリュ五戸店 ○○

サンモールたっこ ○○

ユニバース三戸八日町店 ○○

南部町役場 ○○

階上町役場 ○○

ユニバース階上店 ○○

福地村（孔明荘前） ○○

久慈市（2ヶ所）

ユニバース久慈・川崎町店 ○○

ユニバース久慈ＳＣ店 ○○

能代市（2ヶ所）

能代山本医師会病院 ○○

アクロス能代 ○○

大館市（1ヶ所）

比内総合支所（共同） ○

函館市（23ヶ所）

函館市役所（共同）

市立函館病院（共同）

函館市医師会病院 ○○

函館中央病院 ○

函館五稜郭病院 ○

函館渡辺病院前 ○○

五稜郭循環器科泌尿器科 ○○

函館高橋病院前 ○○

公立はこだて未来大学

JR函館駅 ○○

テーオーストア本通店 ○○

コープはこだて山の手店 ○○

コープはこだて旭岡店 ○○

函館昭和タウンプラザ ○○

函館ダイエー湯川店 ○○

セブン・イレブン函館南桔梗店 ○○

サンクス函館昭和店 ○○

ハセガワストア昭和店 ○○

函館中道 ○○

函館上野 ○○

函館五稜郭 ○○

函館上湯川 ○○

桔梗駅前 ○○

亀田郡（2ヶ所）

あかまつの里ななえ ○○

大野町役場前 ○○

上磯郡（2ヶ所）

ドリームサンワドー上磯店 ○○

カウボーイ上磯店 ○○

店舗外ATM設置一覧
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■その他の自動機／ローソンATMもご利用いただけます。
○ は平日に加えて土曜日も稼働いたします。
○ は平日に加えて日曜日・祝日も稼働いたします。
（共同）共同出張所は、お引き出し・残高照会がご利用いただけます。共同出張所以外のすべての自動機コーナーでは入金、振込がご利用できます。
※運転免許センターは祝日稼働いたしません。

※平成17年6月30日現在の店舗外ATM設置一覧です。



48

沿革

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

沿
革

9 月 東京証券取引所市場第一部に昇格

2 年 3 月 増資：新資本金197億5千4百万円

5 月 新株式無償交付（1：0.03）

11月 ニューヨーク駐在員事務所開設

4 年 10月 香港駐在員事務所開設

5 年 9 月 信託代理店方式による信託業務の取扱開始

海外現地法人「北日本財務(香港)有限公司」

設立（東北地銀初）

7 年 7 月 ユジノサハリンスク駐在員事務所開設

（邦銀初）

8 年 12月 増資：新資本金241億6千7百万円

9 年 10月 武漢駐在員事務所開設

10年 6 月 シティバンクエヌ・エイとの業務提携開始

12月 テレフォンバンキングサービス開始

投資信託の窓口販売業務開始

11年 7 月 海外現地法人「株式会社みちのく銀行

(モスクワ)」開設（邦銀初）

12月 ニューヨーク駐在員事務所閉鎖

12年 3 月 国際規格「ISO14001」の認証取得（本店

および国内の全営業店での取得は地銀初）

4 月 香港駐在員事務所閉鎖

6 月 インターネットバンキングサービス開始

10月 郵便局とＡＴＭオンラインサービス開始

13年 2 月 コンビニＡＴＭ「Ｅ－net」サービス開始

4 月 損害保険窓口販売業務開始

7 月 新2,000円札入出金対応ＡＴＭ設置

（全国銀行初）

10月 ローソンATMサービス開始

11月 確定拠出年金業務の取扱開始

14年 2 月 「数字選択式宝くじ」のATM販売開始

（東北・北海道地区地銀初）

8 月 海外現地法人「株式会社みちのく銀行

（モスクワ）ユジノサハリンスク支店」開設

10月 生命保険窓口販売業務開始

15年 7 月 海外現地法人「株式会社みちのく銀行

（モスクワ）ハバロフスク支店」開設

当行、肥後銀行（本店：熊本県）、山陰

合同銀行（本店：島根県）の3行による

システム共同化スタート

16年 5 月 ユジノサハリンスク駐在員事務所閉鎖

7 月 みちのく歴史人物資料館開館

10月 上海駐在員事務所開設

明治27年 8 月 株式会社青森商業銀行設立

大正10年 10月 株式会社青森貯蓄銀行設立

13年 6 月 ※弘前無尽株式会社設立

昭和24年 1 月 青和銀行に名称変更普通銀行業務開始

（貯蓄銀行業務兼営）

26年 10月 ※相互銀行免許を取得し、弘前相互

銀行に改称

33年 9 月 青森商業銀行と合併

50年 9 月 ※事務センター落成

（青森市、現在地）

51年 3 月 ※外国為替業務取扱開始

10月 青和銀行と弘前相互銀行が合併

みちのく銀行に名称変更

12月 増資：新資本金28億円

（合併による増資）

53年 5 月 外貨預金取扱開始

9 月 新本店落成（現在地へ本店営業部・

本部移転）

12月 増資：新資本金42億円

55年 1 月 キャラクター商品：トムとジェリーの

預金取扱開始（全国初）

57年 4 月 金（現物・お預かり証書）売買業務

取扱開始

8 月 海外コルレス業務取扱開始

58年 1 月 証券業務取扱認可

4 月 国債等公共債の窓口販売業務開始

60年 6 月 国債等の売買（ディーリング）業務開始

61年 1 月 コルレス包括承認銀行認可（地銀64

行中34番目）

5 月 増資：新資本金50億4千万円

（新株式無償交付）

6 月 フルディーリング業務開始

62年 5 月 海外先物取引認可

10月 信託銀行4行との包括業務提携締結

12月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

63年 10月 国際部門オンラインスタート

11月 増資：新資本金90億6千万円

12月 預金残高1兆円達成

平成元年 6 月 ファームバンキング・サービス取扱開始

担保附社債信託業務の免許取得

金融先物取扱認可

7 月 第3次オンラインシステムスタート

8 月 第1回国内無担保転換社債（100億円）

およびスイス・フラン建転換社債（6千

万スイス・フラン）を同時発行

※弘前相互銀行関連事項
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当期のわが国経済は、米国・中国などの海外景気が拡大

したことにより、前半は大企業を中心に輸出や内需の増加

が続き、生産面は順調に回復しました。これに伴い、企業

収益が改善され、設備投資の増加や雇用の改善傾向が続く

など、堅調な伸びがみられました。しかし、後半は海外経

済の減速感や原油・鉄鋼の価格高騰の影響を受けて、回復

のテンポは弱まりました。さらに台風や地震などの自然災

害による社会不安も加わり、堅調に推移してきた個人消費

も一部に悪化傾向がみられました。

一方、青森県経済におきましては、国内経済同様、製造

業の生産面で改善の動きがみられましたが、一部、電子部

品関連での生産調整により、減速の動きが強まりました。

第一次産業では、コメの作柄は作況指数が4年振りに全

国平均を上回りました。リンゴ生産は相次ぐ台風の接近で

被災した農家もありましたが、国内各地での自然災害によ

る果物の品薄感から、産地・市場価格とも前年を大きく上

回りました。漁業は八戸港水揚げ実績が南西大西洋イカな

どの不漁により、水揚げ量は前年を下回りましたが、水揚

げ金額は10年ぶりに前年を上回りました。

個人消費では、猛暑やアテネ五輪の効果で季節商品や家

電製品などの消費が増え、小幅のプラス効果はありました

が、秋季以降は天候不順や豪雪の影響で売上が伸び悩んだ

ことから、全体としては盛り上がりを欠きました。乗用車

販売は軽乗用車で新型車投入効果による買い替え需要が続

きましたが、普通・小型乗用車が低調に推移したことから、

年間の販売台数は4年連続で減少しました。住宅着工戸数

は総着工戸数の半分を占める持家の減少が続いていること

に加え、分譲住宅も落ち込んだことから、年間の総着工戸

数は5年連続で減少しました。

このように、当行の主要基盤である青森県経済は、生産

面を中心に緩やかな回復の動きがみられましたが、海外需

要の鈍化による生産調整の動き、景気の先行き懸念による

個人消費の低迷により、回復のテンポは弱まり、足踏み状

態にあります。しかしながら、東北新幹線の新青森駅開業

が6年後の見通しとなり、開業に向けた準備も本格化して

いくことから、ハード・ソフト両面での整備に期待が寄せ

られております。特に観光は幅広い分野に関連する産業で、

本県経済にとって大きな役割を果たしておりますが、近年

は観光目的や旅行形態の多様化が進んでいることから、こ

れまで以上に地域一体となった誘致拡大を推進することに

より、各産業への波及効果も得られ、地域の活性化につな

がるものと考えています。

このような経済環境のもと、当行グループの当連結会計

年度の業績は、次のとおりとなりました。

預金につきましては、期中83億円増加し、１兆8,103

億円となりました。貸出金につきましては、期中320億円

減少し、１兆2,732億円となりました。有価証券につきま

しては、期中1,770億円増加し、4,045億円となりました。

損益の状況につきましては、経常収益は前期比150億円

減少し、433億円となりました。経常費用は前期比38億

円減少し、525億円となりました。この結果、経常利益は

前期比111億円減少し91億円の損失、当期純利益は前期

比100億円減少し91億円の損失となりました。

銀行の経営健全性をあらわす指標として位置付けられて

いる自己資本比率につきましては、当連結会計年度におけ

る赤字計上により、前期末比1.47ポイント低下いたしまし

たが、十分な健全性を示す10.53％を確保いたしました。

たとえ赤字決算となっても、当行の健全性は揺るぎないも

のと考えております。

なお、当行では自己資本比率の算定に当たり、国際統一

基準を適用しております。

経済環境 業績＜連結ベース＞

キャッシュ・フロー

●主要な経営指標等の推移【連結】

連結経常収益 （百万円） 47,911 52,906 50,648 58,397 43,391
連結経常利益（△は連結経常損失）（百万円） 5,409 4,424 1,672 1,963 △9,161
連結当期純利益（△は連結当期純損失）（百万円） 2,995 2,489 2,815 854 △9,160
連結純資産額 （百万円） 99,588 96,740 99,170 96,087 91,157
連結総資産額 （百万円） 1,903,775 1,930,247 1,975,996 1,981,370 1,964,482
1株当たり純資産額 （円） 638.82 620.71 637.73 619.95 588.35
1株当たり当期純利益（△は１株当たり当期純損失）（円） 19.21 15.96 17.84 5.32 △59.12
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 （円） － － － － －
連結自己資本比率（国際統一基準） （％） 13.10 12.57 12.47 12.00 10.53
連結自己資本利益率 （％） 3.1 2.5 2.9 0.9 △9.8
連結株価収益率 （倍） 36 41 38 121 －
営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 133,046 △49,727 13,995 △17,906 130,430
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △132,438 100,701 △33,530 111,398 △199,723
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △4,780 △1,962 △3,424 △2,122 △811
現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 35,729 85,564 62,059 152,723 82,616
従業員数［外、平均臨時従業員数］ （人） 1,596［867］ 1,549［864］ 1,492［855］ 1,459［859］ 1,458［853］

平成12年度
自 平成12年4月01日
至 平成13年3月31日

平成13年度
自 平成13年4月01日
至 平成14年3月31日

平成14年度
自 平成14年4月01日
至 平成15年3月31日

平成15年度
自 平成15年4月01日
至 平成16年3月31日

平成16年度
自 平成16年4月01日
至 平成17年3月31日

（注）1. 当行及び国内連結子会社の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。
2. 平成13年度以前の1株当たり当期純利益は期中平均株式数（「自己株式」及び「子会社の所有する親会社株式」を除く）により算出しております。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。
4. 平成14年度から、「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益（又は当期純損失）」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」（以下、「1株当たり情報」という。）の算定に当たっ
ては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。
また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、「連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。

5. 連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づき作成しております。なお、当行は国際統一基準を採用しております。
6. 従業員数は、就業人員数を表示しております。
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●主要な経営指標等の推移【単体】
回　　次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期

決算年月 平成13年3月 平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月

経常収益 （百万円） 47,500 51,518 49,946 58,012 42,405

経常利益（△は経常損失）（百万円） 5,556 4,036 1,451 1,914 △9,628

当期純利益（△は当期純損失）（百万円） 3,205 2,339 2,679 835 △9,447

資 本 金 （百万円） 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167

発行済株式総数 （千株） 155,895 155,895 155,895 155,895 155,895

純資産額 （百万円） 98,830 94,924 97,646 95,229 90,479

総資産額 （百万円） 1,895,245 1,921,394 1,970,838 1,973,412 1,955,251

預金残高 （百万円） 1,681,687 1,747,772 1,771,865 1,795,028 1,807,297

貸出金残高 （百万円） 1,349,792 1,354,384 1,370,146 1,304,597 1,269,541

有価証券残高 （百万円） 396,586 282,364 357,155 220,076 399,673

1株当たり純資産額 （円） 633.95 609.05 627.15 613.70 583.47

1株当たり配当額（内1株当たり中間配当額）（円） 6.00（2.50） 5.00（2.50） 5.00（2.50） 5.00（2.50） 5.00（2.50）

1株当たり当期純利益
（△は1株当たり当期純損失）（円） 20.55 15.00 16.94 5.19 △60.92

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 （円） － － － － －

単体自己資本比率（国際統一基準）（％） 13.06 12.40 12.34 12.00 10.48

自己資本利益率 （％） 3.2 2.4 2.8 0.9 △10.2

株価収益率 （倍） 33 44 40 125 －

配当性向 （％） 29.18 33.31 29.50 96.3 －

従業員数［外、平均臨時従業員数］（人） 1,291［693］ 1,219［725］ 1,161［720］ 1,110［716］ 1,090［698］

（注）1. 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。

2. 第33期（平成17年3月）中間配当についての
取締役会決議は平成16年11月22日に行いま
した。

3. 第29期（平成13年3月）の1株当たり配当額
のうち1円は合併25周年記念配当であります。

4. 第30期（平成14年3月）以前の1株当たり当
期純利益は期中平均株式数により算出しており
ます。

5. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないので記載しておりませ
ん。

6. 第30期（平成14年3月）から自己株式につい
て資本に対する控除項目とされたことから、1
株当たり純資産額、1株当たり当期純利益につ
いては、それぞれ発行済株式数から自己株式数
を控除して計算しております。

7. 第31期（平成15年3月）から「1株当たり純
資産額」、「1株当たり当期純利益（又は当期純
損失）」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純
利益」（以下、「1株当たり情報」という。）の算
定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関す
る会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株
当たり当期純利益に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用して
おります。
また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、
「単体財務諸表」の「1株当たり情報」に記載し
ております。

8. 自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基
づく大蔵省告示に定められた算式に基づき算出
しております。なお、当行は国際統一基準を適
用しております。

9. 従業員数は、就業人員数を表示しております。

業績の概要

キャッシュ・フローの状況につきましては、資金利益の

安定的確保を目指して有価証券の残高を積み増した結果、

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、コールローンの

減少等により1,304億円となり、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」は、有価証券の取得等により△1,997億円

となりました。また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」

は配当金の支払等により△8億円となりました。この結果、

現金及び現金同等物の期末残高は826億円となっておりま

す。
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平成16年度
連結会計年度

平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで

平成14年度
連結会計年度

平成14年4月 1日から
平成15年3月31日まで

平成15年度
連結会計年度

平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで

平成16年度
連結会計年度

平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで

平成14年度
連結会計年度

平成14年4月 1日から
平成15年3月31日まで

平成15年度
連結会計年度

平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで

平成16年度
連結会計年度末

（平成17年3月31日）

平成14年度
連結会計年度末

（平成15年3月31日）

平成15年度
連結会計年度末

（平成16年3月31日）
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年度別

科　目

平成16年度
連結会計年度末

（平成17年3月31日）

連結財務諸表
当行の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）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。

前々連結会計年度（平成14年度）は改正前の連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき、前連結会計年度（平成15

年度）は改正後の連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。

なお、前連結会計年度（平成15年度）及び当連結会計年度（平成16年度）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改

正前の連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。

また、当行の連結財務諸表は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査証明を受けております。

平成14年度
連結会計年度末

（平成15年3月31日）

平成15年度
連結会計年度末

（平成16年3月31日）

（単位：百万円）連結貸借対照表
年度別

現金預け金
預金の払い出しに備えて

一定額の現金を用意してお
かなければならない。それ
がここでいう「現金」です。
また、「預け金」というのは、
銀行が日本銀行や他の銀行
へ預けたお金のことです。

コールローン
銀行が他の金融機関に貸

したお金のことをいいま
す。銀行では一時的にお金
が余ったり、不足する場合
があります。余ったお金を
貸す側からみた言葉が「コ
ールローン」、借りる側か
らみた言葉が「コールマネ
ー」といいます。

商品有価証券
銀行は国債などをお客さ

まに商品として販売してい
ます。この販売用の有価証
券の手持ち在庫をいいます。

有価証券
国債、社債、株式などが、
ここでいう有価証券です。
「商品有価証券」と違い、銀
行が長期的な保有目的で持
っているものです。

貸出金
銀行がお客さまに貸し出

しするお金をいいます。大
別すると「割引手形」、「手
形貸付」、「証書貸付」、「当
座貸越」の4種類がありま
す。

動産不動産
銀行が所有している店

舗、土地のほか、社宅や独
身寮などを不動産として計
上しています。また、コン
ピューターなどの事務機
器、金庫などは動産として
計上しています。

支払承諾見返
企業が銀行から融資を受

ける場合に、他の銀行が保
証人となるケースがありま
す。ところが、その企業が
借りたお金を返済できなく
なった場合、保証人に立っ
た銀行が企業の代わりに返
済しなければならなくなり
ますが、その返済したお金
については、当然、企業に
請求できるわけで、これを
「求償権」といいます。こ
れを資産として計上したも
のを「支払承諾見返」とい
います。

貸倒引当金
貸出金などの貸倒れによ

る損失見込み額に備えるも
ので、「一般貸倒引当金」、
「個別貸倒引当金」及び
「特定海外債権引当勘定」
の3つの引当金に区別され
ます。

預金
お客さまからお預かりし

ているお金のことをいいま
す。銀行の利益の基本はこ
の預金金利と貸出金利との
差である利鞘です。

資本金
株主より資本金として払

い込まれたお金で、この
「資本金」を含めた「資本
の部」の合計を自己資本と
いい、銀行経営の根幹とな
る部分です。

（単位：百万円）

（単位：百万円）連結損益計算書
年度別

科　目

（単位：百万円）連結剰余金計算書
年度別

科　目

用語解説

科　目

経常収益 50,648 58,397 43,391
資金運用収益 35,969 34,181 33,885
貸出金利息 30,422 29,305 29,162
有価証券利息配当金 5,488 4,811 4,369
コールローン利息及び買入手形利息 44 54 205
預け金利息 11 8 74
その他の受入利息 2 1 73

役務取引等収益 5,258 5,386 6,029
その他業務収益 8,629 6,819 1,266
その他経常収益 791 12,010 2,208

経常費用 48,976 56,434 52,552
資金調達費用 1,613 1,175 1,229
預金利息 1,134 818 773
コールマネー利息及び売渡手形利息 108 102 194
売現先利息 － － 2
借用金利息 343 244 259
その他の支払利息 0 10 0

役務取引等費用 2,984 3,205 3,215
その他業務費用 1,280 16,410 2,393
営業経費 29,099 30,085 28,728
その他経常費用 13,998 5,558 16,986
貸倒引当金繰入額 2,807 1,532 12,266
その他の経常費用 11,190 4,026 4,720

経常利益（△は経常損失） 1,672 1,963 △9,161
特別利益 3,935 62 146
動産不動産処分益 0 0 8
償却債権取立益 88 61 138
その他の特別利益 3,846 － －

特別損失 42 61 77
動産不動産処分損 40 61 77
その他の特別損失 2 － －

税金等調整前当期純利益（△は税金等調整前当期純損失） 5,565 1,963 △9,093
法人税、住民税及び事業税 2,362 225 1,642
過年度法人税、住民税及び事業税 － 283 －
法人税等調整額 387 600 △1,574
当期純利益（△は当期純損失） 2,815 854 △9,160

資産の部

現金預け金 63,958 158,754 89,954

コールローン及び買入手形 133,353 240,433 153,881

買入金銭債権 222 237 4,992

商品有価証券 1,374 770 728

有価証券 361,157 227,470 404,550

貸出金 1,370,173 1,305,264 1,273,246

外国為替 313 1,770 380

その他資産 7,919 9,874 13,467

動産不動産 14,592 14,802 15,641

繰延税金資産 13,334 14,262 12,035

連結調整勘定 － － 655

支払承諾見返 22,410 19,952 18,561

貸倒引当金 △12,812 △12,222 △23,615

資産の部合計 1,975,996 1,981,370 1,964,482

負債の部

預金 1,777,293 1,801,959 1,810,352

コールマネー及び売渡手形 6,082 12,202 8,229

売現先勘定 － － 1,165

借用金 16,100 15,100 15,100

外国為替 15 38 102

その他負債 44,896 26,056 9,317

賞与引当金 1,311 1,277 1,187

退職給付引当金 7,635 7,795 8,317

訴訟損失引当金 － － 156

債権売却損失引当金 287 － －

繰延税金負債 － 105 66

再評価に係る繰延税金負債 793 793 769

支払承諾 22,410 19,952 18,561

負債の部合計 1,876,826 1,885,282 1,873,325

資本の部

資本金 24,167 24,167 24,167

資本剰余金 19,775 19,775 19,775

利益剰余金 52,574 52,613 42,730

土地再評価差額金 1,168 1,168 1,133

その他有価証券評価差額金 1,293 △792 4,496

為替換算調整勘定 482 △214 △253

自己株式 △292 △631 △892

資本の部合計 99,170 96,087 91,157

負債、資本の部合計 1,975,996 1,981,370 1,964,482

（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 19,775 19,775 19,775
資本剰余金増加高 － 0 －
自己株式処分差益 － 0 －

資本剰余金減少高 － － 0
自己株式処分差損 － － 0

資本剰余金期末残高 19,775 19,775 19,775
（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高 50,551 52,574 52,613
利益剰余金増加高 2,845 854 90
当期純利益 2,815 854 －
土地再評価差額金取崩額 29 0 35
連結子会社増加に伴う利益剰余金増加高 － － 55

利益剰余金減少高 821 816 9,973
当期純損失 － － 9,160
配当金 779 776 775
役員賞与 42 39 29
自己株式処分差損 － － 7

利益剰余金期末残高 52,574 52,613 42,730

連結財務諸表

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）
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平成16年度
連結会計年度

平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで

平成15年度
連結会計年度

平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで

平成14年度
連結会計年度

平成14年4月 1日から
平成15年3月31日まで

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1. 連結の範囲に関する事項
� 連結子会社6社
株式会社みちのくサービスセンター
株式会社みちのくオフィスサービス
みち銀総合管理株式会社
北日本財務（香港）有限公司
株式会社みちのく銀行（モスクワ）
みちのく信用保証株式会社
みちのく信用保証株式会社は、前連結会計年度までは持分法適用の関連会社

でしたが、平成17年2月24日付けで株式の追加取得を行いましたので、当連
結会計年度から連結子会社となっております。

� 非連結子会社
該当ありません。

2. 持分法の適用に関する事項
� 持分法適用の関連会社3社
みちのくカード株式会社
みちのくユーシーカード株式会社
みちのくキャピタル株式会社
みちのく信用保証株式会社は、前連結会計年度までは持分法適用の関連会社

でしたが、平成17年2月24日付けで株式の追加取得を行いましたので、当連
結会計年度から連結子会社となっております。

� 持分法非適用の関連会社
該当ありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
� 連結子会社の決算日は次のとおりであります。

12月末日 2社
3月末日 4社

� 子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な

調整を行っております。
4. 会計処理基準に関する事項
� 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）
により行っております。

� 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有
価証券のうち時価のあるものについては、連結決算日の市場価格等に基づく時
価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについて
は、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理し

ております。
� デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

� 減価償却の方法
①動産不動産
当行の動産不動産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建

物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物：3年～50年
動産：2年～20年
連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主とし

て定率法により償却しております。
②ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能

期間（主として5年）に基づく定額法により償却しております。
� 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計
上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破

綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質
破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている
直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況に
ないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権に
ついては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における
貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を

実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その
査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権

額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額
を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は18,813百
万円であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。

� 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与

の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
� 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであ
ります。
過去勤務債務：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5

年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結
会計年度から損益処理

� 訴訟損失引当金の計上基準
訴訟損失引当金は、係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状

況に基づく損失見込額を計上しております。
	 外貨建資産・負債の換算基準

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額
を付しております。

連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場
により換算しております。


 リース取引の処理方法
当行及び国内連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じ
た会計処理によっております。

� 重要なヘッジ会計の方法
外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事

前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券に
ついて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包
括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

� 消費税等の会計処理
当行及び国内連結子会社の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。
5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用してお
ります。

6. 連結調整勘定の償却に関する事項
当連結会計年度に発生した連結調整勘定の償却については、5年間の均等償

却を行っております。
7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作
成しております。

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の

「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

(表示方法の変更)

従来、投資事業有限責任組合並びに民法上の組合及び匿名組合のうち投資事

業有限責任組合に類するものの出資持分は、「その他資産」中のその他の資産

に含めて表示しておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成

16年6月9日法律第97号）により当該出資持分が証券取引法上の有価証券と

定義されたことに伴い、当連結会計年度から「有価証券」中のその他の証券に

含めて表示しております。

(追加情報)

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年3月法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後開始する連結会計年度より法

人事業税に係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金額」に変更

されることになりました。これに伴い、当行及び一部の国内連結子会社は、

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に基づき、「付加価

値額」及び「資本等の金額」に基づき算定された法人事業税について、当連結

会計年度から連結損益計算書中の「営業経費」に含めて表示しております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
1. 有価証券には、関連会社の株式19百万円を含んでおります。
2. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,402百万円、延滞債権額は66,881百万円
であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97
号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する
事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。

3. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は0百万円であります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から
3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり
ます。

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は9,874百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延
滞債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の
合計額は82,158百万円であります。
なお、上記2. から5. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査
上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金
融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国
為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は、8,289百万円であります。

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券　　2,466百万円

担保資金に対応する債務
預　　金　　5,830百万円
売現先勘定　1,165百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用とし
て、有価証券52,572百万円を差し入れております。また、動産不動産のうち、
保証金権利金は789百万円であります。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行額は、222,228百万円であります。このうち原契約期間が１
年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が222,228百万円
あります。

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益（△は税金等調整前当期純損失） 5,565 1,963 △9,093

減価償却費 666 730 1,165

持分法による投資損益（△） △9 7 63

貸倒引当金の増加額 1,014 △590 9,538

債権売却損失引当金の増加額 15 △287 －

賞与引当金の増加額 △80 △33 △94

退職給付引当金の増加額 △3,721 159 522

訴訟損失引当金の増加額 － － 156

資金運用収益 △35,969 △34,181 △33,885

資金調達費用 1,613 1,175 1,229

有価証券関係損益（△） △170 △1,207 1,264

為替差損益（△） 648 30 35

動産不動産処分損益（△） 40 61 69

貸出金の純増（△）減 △14,364 64,908 33,289

預金の純増減（△） 22,593 24,666 14,041

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 123 △4,132 △1,307

コールローン等の純増（△）減 10,069 △107,094 81,796

コールマネー等の純増減（△） 2,084 6,120 △2,808

外国為替（資産）の純増（△）減 187 △1,456 1,389

外国為替（負債）の純増減（△） △11 23 63

資金運用による収入 36,903 35,004 33,696

資金調達による支出 △2,472 △1,338 △1,266

その他 △5,983 △38 45

小計 18,743 △15,508 129,915

法人税等の支払額 △4,748 △2,397 514

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,995 △17,906 130,430

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △456,905 △536,923 △314,457

有価証券の売却による収入 394,482 632,427 113,311

有価証券の償還による収入 29,015 16,564 5,414

動産不動産の取得による支出 △175 △670 △2,064

動産不動産の売却による収入 53 0 83

連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出 － － △2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,530 111,398 △199,723

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入による収入 3,500 － －

劣後特約付借入金の返済による支出 △6,000 △1,000 －

配当金支払額 △779 △776 △775

自己株式の取得による支出 △145 △349 △47

自己株式の売却による収入 － 3 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,424 △2,122 △811

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △545 △704 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額 △23,505 90,664 △70,107

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 85,564 62,059 152,723

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 62,059 152,723 82,616

（ ） （ ） （ ）
区　分
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（注）1. 告示第4条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利
等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目
的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

2. 告示第5条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性
質のすべてを有するものであります。
� 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
� 一定の場合を除き、償還されないものであること

� 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること

� 利払い義務の延期が認められるものであること
3. 告示第5条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、
期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限
られております。

4. 告示第7条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図
的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当す
る額であります。

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）連結自己資本比率（国際統一基準）

セグメント情報

項　目

平成16年度
連結会計年度末

（平成17年3月31日）

平成14年度
連結会計年度末

（平成15年3月31日）

平成15年度
連結会計年度末

（平成16年3月31日）

（単位：百万円）連結リスク管理債権
年度別

区　分

1. 事業の種類別セグメント情報
連結会社は、銀行業以外に一部で労働者派遣業等の事業を営んでおり

ますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、
事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

2. 所在地別セグメント情報
全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。
3. 国際業務経常収益

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常
収益の記載を省略しております。

連結自己資本比率（国際統一基準）＝ D×100 12.47% 12.00% 10.53%E

破綻先債権額 5,910 4,413 5,402

延滞債権額 52,395 53,976 66,881

3カ月以上延滞債権額 50 49 0

貸出条件緩和債権額 20,699 21,004 9,874

リスク管理債権合計 79,055 79,444 82,158

基本的項目 資本金 24,167 24,167 24,167
うち非累積的永久優先株 － － －
新株式払込金 － － －
資本剰余金 19,775 19,775 19,775
利益剰余金 52,146 52,196 42,343
連結子会社の少数株主持分 － － －
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 － － －
その他有価証券の評価差損（△） － 921 －
自己株式払込金 － － －
自己株式（△） 292 631 892
為替換算調整勘定 482 △214 △253
営業権相当額（△） － － －
連結調整勘定相当額（△） － － 655

計（A） 96,280 94,372 84,485
うちステップ･アップ金利条項付の優先出資証券（注1） － － －

補完的項目 その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿 879 － 3,358
価額の合計額を控除した額の45％

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45% 882 882 856
相当額

一般貸倒引当金 4,674 4,720 5,450
負債性資本調達手段等 12,540 10,220 8,700
うち永久劣後債務（注2） － － －
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） 12,540 10,220 8,700

計 18,976 15,823 18,364
うち自己資本への算入額（B） 18,976 15,823 18,364

控除項目 控除項目（C）（注4） 384 384 651
自己資本額 （A）＋（B）－（C） （D） 114,872 109,812 102,198

リスク･アセット等 資産（オン･バランス）項目 898,691 894,689 951,289
オフ･バランス取引項目 22,366 19,685 18,493

計（E） 921,057 914,375 969,783

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができ
る旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内
（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信
保全上の措置等を講じております。

9. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、
当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る
税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。
再評価を行った年月日　　平成14年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）

第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地
価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側方路線
影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末にお
ける時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る
額 1,501百万円

10. 動産不動産の減価償却累計額 12,747百万円
11. 借用金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後
特約付借入金15,100百万円であります。

12. 連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する当行の株式の数
普通株式 958千株

（連結損益計算書関係）
その他の経常費用には、貸出金償却2,757百万円、株式償却235百万円を含

んでおります。

（連結キャッシュ･フロー計算書関係）
1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額
との関係

2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たにみちのく信用保証株式会社を連結したことに伴う連結
開始時の資産及び負債の主な内訳並びにみちのく信用保証株式会社株式の取得
価額とみちのく信用保証株式会社取得のための支出（純額）との関係は次のと
おりであります。

（リース取引関係）
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･

リース取引
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末残高相当額

2. 未経過リース料年度末残高相当額

3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

4. 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

5. 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連

結会計年度への配分方法については、利息法によっております。
6. 「その他」は、主としてシステム関連にかかる取引であります。

（退職給付関係）
1. 採用している退職給付制度の概要
当行は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度

を設けております。
また、連結子会社中1社は退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

（注）1. 臨時に支払う割増退職金は含めておりません。
2. 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上して
おります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2. 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため、記載しておりません。

（1株当たり情報）

1. 1株当たり当期純利益（又は当期純損失）の算定上の基礎は、次のとおり

であります。

2. なお、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

ないので記載しておりません。

（単位：百万円）
（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成17年3月31日現在

現金預け金勘定 89,954
定期預け金 △1,194
その他 △6,143

現金及び現金同等物 82,616

（単位：百万円）

1年内 1年超 合　計

1,266 3,271 4,537

（単位：百万円）

支払リース料 1,615
減価償却費相当額 1,382
支払利息相当額 232

動　産 その他 合　計

取得価額相当額 5,093 3,298 8,392
減価償却累計額相当額 2,586 1,512 4,098
年度末残高相当額 2,507 1,785 4,293

（単位：百万円）

区　分 前連結会計年度 当連結会計年度
（平成16年3月31日）（平成17年3月31日）

退職給付債務 （A） △16,923 △19,178
年金資産 （B） 6,139 6,091
未積立退職給付債務 （C）=（A）+（B） △10,783 △13,087
未認識数理計算上の差異 （D） 2,988 4,720
未認識過去勤務債務 （E） － 48
連結貸借対照表上計上額純額（F）=（C）+（D）+（E） △7,795 △8,317
前払年金費用 （G） － －
退職給付引当金 （F）ー（G） △7,795 △8,317

（単位：百万円）

区　分 前連結会計年度 当連結会計年度
（平成16年3月31日） （平成17年3月31日）

勤務費用 518 488
利息費用 468 456
期待運用収益 △91 △92
過去勤務債務の費用処理額 － 12
数理計算上の差異の費用処理額 1,042 926
会計基準変更時差異の費用処理額 － －
その他（厚生年金調整掛金従業員拠出額） △46 △43
退職給付費用 1,891 1,748

計 1,891 1,748

区　分 前連結会計年度 当連結会計年度
（平成16年3月31日） （平成17年3月31日）

� 割引率 2.7% 1.9%
� 期待運用収益率 1.8% 1.5%
� 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左
� 過去勤務債務の額の処理年数 －

� 数理計算上の差異の処理年数 同左

5年（その発生時の従
業員の平均残存勤務
期間内の一定の年数
による定額法による）

5年（各連結会計年度
の発生時の従業員の
平均残存勤務期間内
の一定の年数による
定額法により按分し
た額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度
から損益処理するこ
ととしている）

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

1株当たり純資産額 円 619.95 588.35
1株当たり当期純利益 円 5.32 △59.12
（△は１株当たり当期純損失）

繰延税金資産
貸倒引当金 14,567
退職給付引当金 3,307
その他有価証券評価差額金 857
賞与引当金 480
減価償却費 268
有価証券償却 182
未払事業税 170
その他 683
繰延税金資産小計 20,516
評価性引当額 △4,543
繰延税金資産合計 15,973
繰延税金負債
在外子会社の留保利益金 △184
その他有価証券評価差額金 △3,818
繰延税金負債合計 △4,003
繰延税金資産の純額 11,969

（ ）（ ）

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

1株当たり当期純利益 円 5.32 △59.12

（△は1株当たり当期純損失）
当期純利益 百万円 854 △9,160
（△は当期純損失）
普通株主に帰属しない金額 百万円 29 －
うち利益処分による役員賞与金 百万円 29 －

普通株式に係る当期純利益 百万円 825 △9,160
（△は普通株式に係る当期純損失）
普通株式の期中平均株式数 千株 155,042 154,955

（ ）（ ）

（単位：百万円）

資産 7,260
負債 △5,905
連結調整勘定 655
みちのく信用保証株式会社株式の取得価額 2,009
みちのく信用保証株式会社現金及び現金同等物 －
差引：みちのく信用保証株式会社取得のための支出 2,009
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単体財務諸表
当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）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）に準拠して作成しております。
前々事業年度（平成14年度）は改正前の財務諸表等規則及び銀行法施行規則に基づき、前事業年度（平成15年度）は改

正後の財務諸表等規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。
なお、前事業年度（平成15年度）及び当事業年度（平成16年度）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表
等規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。
当行の財務諸表は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査証明を受けております。
また、当行の銀行法第20条第1項の規定による公衆の縦覧に供する書類は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関す

る法律による、中央青山監査法人の監査を受けております。

貸借対照表

現金預け金
預金の払い出しに備えて

一定額の現金を用意してお
かなければならない。それ
がここでいう「現金」です。
また、「預け金」というのは、
銀行が日本銀行や他の銀行
へ預けたお金のことです。

コールローン
銀行が他の金融機関に貸

したお金のことをいいま
す。銀行では一時的にお金
が余ったり、不足する場合
があります。余ったお金を
貸す側からみた言葉が「コ
ールローン」、借りる側か
らみた言葉が「コールマネ
ー」といいます。

商品有価証券
銀行は国債などをお客さ

まに商品として販売してい
ます。この販売用の有価証
券の手持ち在庫をいいます。

有価証券
国債、社債、株式などが、
ここでいう有価証券です。
「商品有価証券」と違い、銀
行が長期的な保有目的で持
っているものです。

貸出金
銀行がお客さまに貸し出

しするお金をいいます。大
別すると「割引手形」、「手
形貸付」、「証書貸付」、「当
座貸越」の4種類がありま
す。

動産不動産
銀行が所有している店

舗、土地のほか、社宅や独
身寮などを不動産として計
上しています。また、コン
ピューターなどの事務機
器、金庫などは動産として
計上しています。

支払承諾見返
企業が銀行から融資を受

ける場合に、他の銀行が保
証人となるケースがありま
す。ところが、その企業が
借りたお金を返済できなく
なった場合、保証人に立っ
た銀行が企業の代わりに返
済しなければならなくなり
ますが、その返済したお金
については、当然、企業に
請求できるわけで、これを
「求償権」といいます。こ
れを資産として計上したも
のを「支払承諾見返」とい
います。

貸倒引当金
貸出金などの貸倒れによ

る損失見込み額に備えるも
ので、「一般貸倒引当金」、
「個別貸倒引当金」及び
「特定海外債権引当勘定」
の3つの引当金に区別され
ます。

平成16年度末
（平成17年3月31日）

平成14年度末
（平成15年3月31日）

平成15年度末
（平成16年3月31日）

（単位：百万円）●資産の部
年度別

科　目

現金預け金 62,961 158,886 89,767

現金 36,900 34,727 78,256

預け金 26,061 124,159 11,511

コールローン 133,353 240,180 152,448

買入金銭債権 222 237 4,992

商品有価証券 666 770 728

商品国債 666 764 709

商品地方債 － 6 19

有価証券 357,155 220,076 399,673

国債 190,950 107,570 132,621

地方債 18,601 20,386 62,558

社債 105,526 39,497 111,137

株式 29,993 42,051 46,916

その他の証券 12,082 10,571 46,439

貸出金 1,370,146 1,304,597 1,269,541

割引手形 12,040 9,883 8,284

手形貸付 154,187 141,712 131,050

証書貸付 1,050,969 998,176 973,884

当座貸越 152,949 154,825 156,320

外国為替 313 1,797 302

外国他店預け 283 1,769 298

買入外国為替 9 3 4

取立外国為替 21 24 －

その他資産 7,739 9,708 13,375

前払費用 57 27 52

未収収益 2,584 2,105 2,644

金融派生商品 － 8 0

その他の資産 5,097 7,566 10,678

動産不動産 14,161 14,338 15,206

土地建物動産 13,093 13,276 14,398

建設仮払金 126 163 24

保証金権利金 941 898 782

繰延税金資産 13,604 14,388 12,208

支払承諾見返 23,311 20,607 18,705

貸倒引当金 △12,798 △12,177 △21,699

資産の部合計 1,970,838 1,973,412 1,955,251

平成16年度末
（平成17年3月31日）

平成14年度末
（平成15年3月31日）

平成15年度末
（平成16年3月31日）

（単位：百万円）●負債及び資本の部
年度別

科　目

預金 1,771,865 1,795,028 1,807,297

当座預金 37,229 37,879 47,749

普通預金 579,338 605,712 644,321

貯蓄預金 65,165 64,731 62,472

通知預金 17,659 14,680 11,685

定期預金 1,054,176 1,052,722 1,025,537

定期積金 572 － －

その他の預金 17,723 19,300 15,530

コールマネー 6,082 12,202 8,229

借用金 16,100 15,100 15,100

借入金 16,100 15,100 15,100

外国為替 1,220 65 679

外国他店預り 1,212 59 672

売渡外国為替 6 5 6

未払外国為替 0 － 0

その他負債 44,617 25,342 4,359

未決済為替借 14 18 5

未払法人税等 1,308 505 1,508

未払費用 901 972 907

前受収益 605 577 613

給付補てん備金 1 － －

金融派生商品 － 3 0

その他の負債 41,786 23,265 1,324

賞与引当金 1,280 1,250 1,160

退職給付引当金 7,634 7,793 8,315

訴訟損失引当金 － － 156

債権売却損失引当金 287 － －

再評価に係る繰延税金負債 793 793 769

支払承諾 23,311 20,607 18,705

負債の部合計 1,873,191 1,878,183 1,864,772

資本金 24,167 24,167 24,167

資本剰余金 19,775 19,775 19,775

資本準備金 19,775 19,775 19,775

利益剰余金 51,884 51,903 41,684

利益準備金 4,316 4,392 4,392

任意積立金 43,510 43,910 45,410

別途積立金 43,510 43,910 45,410

当期未処分利益（△は当期未処理損失） 4,056 3,600 △8,119

土地再評価差額金 1,168 1,168 1,133

その他有価証券評価差額金 823 △1,267 4,273

自己株式 △173 △519 △555

資本の部合計 97,646 95,229 90,479

負債及び資本の部合計 1,970,838 1,973,412 1,955,251

預金
お客さまからお預かりし

ているお金のことをいいま
す。銀行の利益の基本はこ
の預金金利と貸出金利との
差である利鞘です。

資本金
株主より資本金として払

い込まれたお金で、この
「資本金」を含めた「資本
の部」の合計を自己資本と
いい、銀行経営の根幹とな
る部分です。

利益準備金
毎決算時に一定額を積み

立てしなければいけない法
定準備金のひとつです。

単体財務諸表
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資金運用収益
銀行がお金を運用して得

た利益収益のことをいい、
お金を貸し出すことによっ
て得た収益が「貸出金利息」
で、銀行が保有する国債の
利息や株式の配当金などに
よる収益が「有価証券利息
配当金」として計上されて
います。

役務取引等収益
振込をはじめとする為替

（決済）サービスなどで、
お客さまからいただく、手
数料のことです。

その他業務収益
「国債等債券売却益」は、
銀行がもっている国債、地
方債などを帳簿価格を上回
る金額で売却した場合の差
額をいいます。また、帳簿
価格を下回る金額で売却し
た場合の差損は、「その他
業務費用」の「国債等債券
売却損」に計上されます。

その他経常収益
銀行がもっている株式な

どを、帳簿価格を上回る金
額で売却した場合の超過額
を「株式等売却益」といい、
帳簿価格を下回る金額で売
却した場合の売却損は、
「その他経常費用」の「株
式等売却損」に計上されま
す。

資金調達費用
銀行はお客さまからお預

かりした預金に利息をつけ
ますが、銀行がお金を調達
した場合の費用としては、
この「預金利息」が最も大
きくなります。

営業経費
給与、土地・建物・機械

の賃借料、広告宣伝などに
支払ったお金です。

特別利益
銀行がもっている機械な

どの動産や、土地・建物な
どの不動産を売却した場合
の差益金などを計上するも
ので、反復的に発生するこ
とのない利益です。

特別損失
上記の逆で売却により差

損がでた場合などに計上す
るもので、反復的に発生す
ることのない損失です。

重要な会計方針
1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により

算定）により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償

却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法に

よる原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、決算日の

市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、

時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原価法によ

り行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処

理しております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

� 動産不動産

当行の動産不動産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（建物付属設備を除く。）については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物：3年～50年

動産：2年～20年

� ソフトウェア

自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法により償却しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産･負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式

を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6. 引当金の計上基準

� 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上

しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下

「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下

「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載さ

れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は

経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ

る債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権に

ついては、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に

基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査

定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査してお

り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、

債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除

した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額

は18,813百万円であります。

� 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する

賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

� 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しており

ます。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下の

とおりであります。

過去勤務債務：その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（5年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から

損益処理

� 訴訟損失引当金

訴訟損失引当金は、係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等

の状況に基づく損失見込額を計上しております。

7. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ

ております。

8. ヘッジ会計の方法

外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、

事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価

証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等

を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方

式によっております。

ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計

上しております。

（表示方法の変更）

従来、投資事業有限責任組合並びに民法上の組合及び匿名組合のうち投資

事業有限責任組合に類するものの出資持分は、「その他の資産」に含めて表示

しておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年6月9

日法律第97号）により当該出資持分が証券取引法上の有価証券と定義された

ことに伴い、当期から「その他の証券」に含めて表示しております。

（追加情報）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年3月法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後開始する事業年度より法人事

業税に係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金額」に変更さ

れることになりました。これに伴い、「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に基づき、「付加価値額」及び「資本等の金額」に基づき

算定された法人事業税について、当期から損益計算書中の「営業経費」に含

めて表示しております。

注記事項
（貸借対照表関係）

1. 子会社の株式総額 9,762百万円

なお、本項の子会社は、銀行法第2条第8項に規定する子会社であります。

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,055百万円、延滞債権額は65,956百

万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな

いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を

除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令

平成16年度
平成16年4月 1日から

平成17年3月31日まで

平成14年度
平成14年4月 1日から

平成15年3月31日まで

平成15年度
平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで

（単位：百万円）単体損益計算書
年度別

科　目

経常収益 49,946 58,012 42,405
資金運用収益 35,549 33,935 33,052
貸出金利息 30,411 29,289 29,071
有価証券利息配当金 5,090 4,587 3,762
コールローン利息 43 47 87
預け金利息 0 9 61
その他の受入利息 2 1 69

役務取引等収益 5,207 5,334 5,958
受入為替手数料 2,028 2,136 2,207
その他の役務収益 3,178 3,197 3,751

その他業務収益 8,601 6,709 1,185
外国為替売買益 － 3 183
商品有価証券売買益 25 － 142
国債等債券売却益 8,570 6,704 859
国債等債券償還益 6 1 －
その他の業務収益 0 0 0

その他経常収益 587 12,032 2,209
株式等売却益 111 11,072 1,387
その他の経常収益 475 960 821

経常費用 48,494 56,097 52,033
資金調達費用 1,497 1,111 1,094
預金利息 1,014 752 640
コールマネー利息 108 102 194
借用金利息 343 244 259
金利スワップ支払利息 27 10 －
その他の支払利息 3 1 0

役務取引等費用 3,469 3,641 3,650
支払為替手数料 386 450 456
その他の役務費用 3,083 3,190 3,194

その他業務費用 1,304 16,410 2,393
外国為替売買損 933 － －
商品有価証券売買損 － 158 －
国債等債券売却損 51 16,224 2,244
国債等債券償還損 － － 20
国債等債券償却 314 27 38
金融派生商品費用 5 － 90

営業経費 28,468 29,390 27,987
その他経常費用 13,753 5,544 16,907
貸倒引当金繰入額 2,814 1,499 12,251
貸出金償却 1,798 3,258 2,757
株式等売却損 321 17 1,037
株式等償却 7,883 304 235
その他の経常費用 935 464 625

経常利益（△は経常損失） 1,451 1,914 △9,628
特別利益 3,935 62 146

動産不動産処分益 0 0 8
償却債権取立益 88 61 138
その他の特別利益 3,846 － －

特別損失 40 60 60
動産不動産処分損 40 60 60

税引前当期純利益（△は税引前当期純損失） 5,347 1,916 △9,542
法人税、住民税及び事業税 2,300 162 1,510
過年度法人税、住民税及び事業税 － 283 －
法人税等調整額 368 635 △1,604
当期純利益（△は当期純損失） 2,679 835 △9,447
前期繰越利益 1,815 3,152 1,682
土地再評価差額金取崩額 29 0 35
中間配当額 389 387 387
自己株式処分差損 － △0 △1
中間配当に伴う利益準備金積立額 77 － －
当期未処分利益（△は当期未処理損失） 4,056 3,600 △8,119

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）単体利益処分計算書
年度別

科　目

当期未処分利益（△は当期未処理損失） 4,056 3,600 △8,119

任意積立金取崩額 － － 9,000

別途積立金取崩額 － － 9,000

利益処分額 904 1,917 387

利益準備金 76 － －

配当金 （1株につき2円50銭）389 （1株につき2円50銭）387 （1株につき2円50銭）387

役員賞与金 39 29 －

取締役賞与金 34 25 －

監査役賞与金 4 4 －

任意積立金 400 1,500 －

別途積立金 400 1,500 －

次期繰越利益 3,152 1,682 493

（ ） （ ） （ ）
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2. 未経過リース料期末残高相当額

3. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。

5. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法によっております。

6. 「その他」は、主としてシステム関連にかかる取引であります。

（有価証券関係）

○子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当事業年度（平成17年3月31日現在）

該当ありません。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差

異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため、記載しておりません。

（1株当たり情報）

1. 1株当たり当期純利益（又は当期純損失）の算定上の基礎は、次の

とおりであります。

2. なお、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

株式がないので記載しておりません。

（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した

貸出金以外の貸出金であります。

3. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は0百万円であります。

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌

日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は9,874百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ

の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権

及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債

権額の合計額は80,886百万円であります。

なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり

ます。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び

監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に

基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形

及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は、8,289百万円であります。

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券　　1,290百万円

担保資産に対応する債務

預　　金　　5,830百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用

として、有価証券52,572百万円を差し入れております。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から

の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反

がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行額は、222,228百万円であります。

このうち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可

能なもの）が222,228百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた

め、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フロー

に影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢

の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し

込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条

項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価

証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。

9. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基

づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に

計上しております。

再評価を行った年月日　　　　　　　　　　　平成14年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第

119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条

に規定する地価税の課税価格の計算基礎となる土地の価格を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価格に基づいて、

奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整

を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末におけ

る時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額

1,501百万円

10. 動産不動産の減価償却累計額 12,430百万円

11. 動産不動産の圧縮記帳額 2,287百万円

12. 借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付され

た劣後特約付借入金15,100百万円であります。

13. 会社が発行する株式の総数　　普通株式 200,000千株

発行済株式総数　　　　　　　普通株式 155,895千株

14. 会社が保有する自己株式の数

普通株式 824千株

15. 取締役及び監査役に対する金銭債権総額 3,088百万円

（リース取引関係）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

1年内 1年超 合　計

1,263 3,266 4,530

（単位：百万円）

支払リース料 1,612
減価償却費相当額 1,379
支払利息相当額 231

動　産 その他 合　計

取得価額相当額 5,091 3,285 8,376
減価償却累計額相当額 2,585 1,504 4,090
期末残高相当額 2,506 1,780 4,286

前事業年度 当事業年度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

1株当たり純資産額 円 613.70 583.47
1株当たり当期純利益 円 5.19 △60.92
（△は1株当たり当期純損失）

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 13,970
退職給付引当金損金算入限度額超過額 3,306
株式等評価差額金 849
賞与引当金損金算入限度超過額 468
減価償却費損金算入限度額超過額 268
有価証券償却損金不算入額 182
未払事業税 169
その他 683
繰延税金資産小計 19,899
評価性引当額 △3,940
繰延税金資産合計 15,959
繰延税金負債
株式等評価差額金 △3,750
繰延税金負債合計 △3,750
繰延税金資産の純額 12,208

前事業年度 当事業年度
自　平成15年4月 1日 自　平成16年4月 1日
至　平成16年3月31日 至　平成17年3月31日

1株当たり当期純利益 円 5.19 △60.92
（△は1株当たり当期純損失）
当期純利益 百万円 835 △9,447
（△は当期純損失）
普通株主に帰属しない金額 百万円 29 －
うち利益処分による役員賞与金 百万円 29 －

普通株式に係る当期純利益 百万円 806 △9,447
（△は普通株式に係る当期純損失）
普通株式の期中平均株式数 千株 155,227 155,088

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
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（注）1. 告示第14条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利
等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目
的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

2. 告示第15条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる
性質のすべてを有するものであります。
� 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
� 一定の場合を除き、償還されないものであること

� 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
� 利払い義務の延期が認められるものであること

3. 告示第15条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただ
し、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるもの
に限られております。

4. 告示第17条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意
図的な保有相当額であります。

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）単体自己資本比率（国際統一基準）
項　目

単体自己資本比率（国際統一基準）＝ D×100 12.34% 12.00% 10.48%E

基本的項目 資本金 24,167 24,167 24,167
うち非累積的永久優先株 － － －

新株式払込金 － － －
資本準備金 19,775 19,775 19,775
その他資本剰余金 － － －
利益準備金 4,392 4,392 4,392
任意積立金 43,910 45,410 36,410
次期繰越利益 3,152 1,682 493
その他 － － －
その他有価証券の評価差損（△） － 1,262 －
自己株式払込金 － － －
自己株式（△） 173 519 555
営業権相当額（△） － － －

計（A） 95,225 93,648 84,684
うちステップ･アップ金利条項付の優先出資証券（注1） － － －

補完的項目 その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額
の合計額を控除した額の45％

623 － 3,228

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％
相当額

882 882 856

一般貸倒引当金 4,675 4,721 4,715
負債性資本調達手段等 12,540 10,220 8,700
うち永久劣後債務（注2） － － －
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） 12,540 10,220 8,700
計 18,721 15,824 17,500

うち自己資本への算入額（B） 18,721 15,824 17,500
控除項目 控除項目（C）（注4） 375 375 577
自己資本額 （A）＋（B）－（C） （D） 113,571 109,097 101,607

リスク･アセット等 資産（オン･バランス）項目 896,837 888,890 950,739
オフ･バランス取引項目 23,267 19,816 18,105

計（E） 920,104 908,707 968,844

（注）1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3. 大株主は、平成17年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

昭和63年11月 平成2年3月 平成4年3月 平成6年3月 平成8年12月昭和53年12月 昭和61年5月

（単位：百万円）資本金の推移

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 11,231 7.20
株式会社 新生銀行 5,959 3.82
株式会社 あおぞら銀行 5,913 3.79
株式会社 宝来商事 4,419 2.83
株式会社 セントラルファイナンス青森 4,314 2.76
みちのくリース株式会社 3,935 2.52
株式会社 みずほコーポレート銀行 3,757 2.41
みちのく銀行共済会 3,675 2.35
株式会社 UFJ銀行 3,114 1.99
株式会社 損害保険ジャパン 2,504 1.60

合　計 48,825 31.31

氏名又は名称 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

（単位：千株 .%）大株主一覧（平成17年3月31日現在）

（注）1. 自己株式842,815株は「個人その他」に842単元、「単元未満株式の状況」に815株含まれております。
なお、自己株式842,815株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は840,815株であります。

2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。

政府及び地方公共団体 1 15 0.00
金融機関 72 65,898 43.06
証券会社 24 1,825 1.19
その他の法人 1,145 37,403 24.44
外国法人等
個人以外 38 2,511 1.64
個人 － － －
個人その他 8,184 45,357 29.64
計 9,464 153,009 100.00

単元未満株式の状況（株） 2,886,263

区　分 株主数（人） 所有株式数（単元） 割合（%）

株式所有者別内訳（平成17年3月31日現在）

（
一
単
元
の
株
式
数
一
、〇
〇
〇
株
）

株
式
の
状
況

資本・株式等（単体）
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預金者別残高� （%）�

金融機関預金　0.4平成16年度　�

公金預金　3.2

公金預金　4.3

金融機関預金　1.4

法人預金
17.8  

法人預金
18.9

個人預金�
77.3

個人預金
76.3 期

末
残
高�

平
均
残
高�

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）財形預金残高
年度別

種　類

一般財形預金 4,599 4,833 4,962

財形年金預金 5,309 5,327 5,355

財形住宅預金 2,999 3,012 2,934

合　計 12,908 13,172 13,253

平成16年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

預金科目別残高

年度別

種　類

（注）本表の預金残高には、積立定期預金を含んでおりません。

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）定期預金の残存期間別残高

区　分 種　類

定期預金 259,842 262,462 268,349

3ヵ月未満 うち固定自由金利定期預金 252,058 261,243 259,138

うち変動自由金利定期預金 7,783 1,056 9,070

定期預金 201,898 187,291 195,962
3ヵ月以上

うち固定自由金利定期預金 193,106 182,965 184,911
6ヵ月未満

うち変動自由金利定期預金 8,791 4,326 11,051

定期預金 408,870 427,551 416,488
6ヵ月以上

うち固定自由金利定期預金 390,342 401,952 399,243
1 年 未 満

うち変動自由金利定期預金 18,527 25,598 17,245

定期預金 105,583 103,185 92,621
1 年 以 上

うち固定自由金利定期預金 70,046 59,880 54,400
2 年 未 満

うち変動自由金利定期預金 35,537 43,305 38,221

定期預金 73,240 67,382 47,615
2 年 以 上

うち固定自由金利定期預金 19,650 19,408 14,945
3 年 未 満

うち変動自由金利定期預金 53,589 47,974 32,670

定期預金 4,737 4,848 4,498

3 年 以 上 うち固定自由金利定期預金 4,417 4,516 4,308

うち変動自由金利定期預金 319 331 190

定期預金 1,054,173 1,052,722 1,025,537

合　　　計 うち固定自由金利定期預金 929,424 929,967 916,947

うち変動自由金利定期預金 124,549 122,593 108,449

●期末残高

（注）1.（ ）内は構成比：％
2. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
3. 定期性預金＝定期預金＋定期積金
固定自由金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金
変動自由金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金

平成16年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

年度別

種　類

●平均残高

（注）1.（ ）内は構成比：％
2. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
3. 定期性預金＝定期預金＋定期積金
固定自由金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金
変動自由金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金

4. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。

預金

流動性預金 699,393 － 699,393（39.4） 723,004 － 723,004（40.2） 766,228 － 766,228（42.3）

うち有利息預金 662,163 － 662,163 685,125 － 685,125 718,479 － 718,479

定期性預金 1,054,749 － 1,054,749（59.5） 1,052,722 － 1,052,722（58.6） 1,025,537 － 1,025,537（56.7）

うち固定自由金利定期預金 929,428 － 929,428 929,967 － 929,967 916,930 － 916,930

うち変動自由金利定期預金 124,549 － 124,549 122,593 － 122,593 108,449 － 108,449

その他 14,799 2,923 17,723 （1.0） 13,613 5,686 19,300 （1.0） 12,356 3,174 15,530 （0.8）

合　計 1,768,941 2,923 1,771,865（100.0） 1,789,341 5,686 1,795,028（100.0） 1,804,122 3,174 1,807,297（100.0）

譲渡性預金 － － － － － － － － －

総合計 1,768,941 2,923 1,771,865 1,789,341 5,686 1,795,028 1,804,122 3,174 1,807,297

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：億円）預金者別残高
年度別

項　目

期末残高 金融機関預金 135 106 260

公金預金 792 698 593

法人預金 3,364 3,275 3,425

個人預金 13,426 13,870 13,793

合　計 17,718 17,950 18,072

平均残高 金融機関預金 84 75 75

公金預金 853 869 775

法人預金 3,440 3,262 3,199

個人預金 13,277 13,785 13,868

合　計 17,656 17,993 17,919

預金

流動性預金 705,405 － 705,405（39.9） 713,680 － 713,680（39.6） 737,611 － 737,611（41.1）

うち有利息預金 673,225 － 673,225 682,509 － 682,509 705,976 － 705,976

定期性預金 1,049,848 － 1,049,848（59.4） 1,075,911 － 1,075,911（59.7） 1,043,562 － 1,043,562（58.2）

うち固定自由金利定期預金 890,310 － 890,310 954,659 － 954,659 922,353 － 922,353

うち変動自由金利定期預金 146,300 － 146,300 121,121 － 121,121 121,133 － 121,133

その他 7,034 3,339 10,373 （0.5） 6,232 3,484 9,717 （0.5） 5,813 4,935 10,748 （0.6）

合　計 1,762,288 3,339 1,765,627（100.0） 1,795,825 3,484 1,799,309（100.0） 1,786,987 4,935 1,791,922（100.0）

譲渡性預金 － － － － － － － － －

総合計 1,762,288 3,339 1,765,627 1,795,825 3,484 1,799,309 1,786,987 4,935 1,791,922

預　金（単体）
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有価証券 4,153 － 3,169 － 2,688 －

債権 28,136 43 25,451 162 22,200 40

商品 272 － － － － －

不動産 435,412 18,790 385,583 7,228 366,924 6,812

その他 2,328 － 2,555 － 1,809 －

計 470,303 18,833 416,759 7,390 393,624 6,853

保証 740,231 2,539 661,841 11,148 631,804 9,632

信用 159,611 1,938 225,996 2,068 244,112 2,220

合　計 1,370,146 23,311 1,304,597 20,607 1,269,541 18,705

（うち劣後特約付貸付金） （1,375） （375） （375）

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）消費者ローン・住宅ローン残高
年度別

種　類

消費者ローン 70,545 70,580 71,433

住宅ローン 309,108 333,704 352,407

合　計 379,653 404,284 423,840

平成16年度末

貸出金 支払承諾見返

平成14年度末

貸出金 支払承諾見返

平成15年度末

貸出金 支払承諾見返

（単位：百万円）

年度別

種　類

貸出金及び支払承諾見返の担保別内訳

消費者ローン残高�（百万円）�

0

40,000

80,000

20,000

60,000

100,000

平成16年度末�平成14年度末�平成15年度末�

71,43370,545

住宅ローン残高� （百万円）�

0

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

50,000

100,000

平成16年度末�平成14年度末�平成15年度末�

352,407

309,108

�

70,580

333,704

平成16年度末

貸出金残高 構成比

平成14年度末

貸出金残高 構成比

平成15年度末

貸出金残高 構成比

（単位：百万円）

年度別

種類別

貸出金業種別内訳

国内店分
（除く特別国際金融取引勘定分）

1,370,146 100.00% 1,304,597 100.00% 1,269,541 100.00%

製造業 63,931 4.66 58,438 4.47 63,813 5.02
農業 14,125 1.03 13,985 1.07 14,458 1.13
林業 1,877 0.13 1,789 0.13 1,556 0.12
漁業 1,295 0.09 1,202 0.09 1,108 0.08
鉱業 3,406 0.24 1,076 0.08 1,026 0.08
建設業 86,178 6.28 78,147 5.99 72,756 5.73
電気･ガス･熱供給･水道業 4,898 0.35 7,214 0.55 4,667 0.36
情報通信業 4,102 0.29 3,346 0.25 3,563 0.28
運輸業 28,625 2.08 28,359 2.17 27,585 2.17
卸売･小売業 177,607 12.96 168,096 12.88 153,810 12.11
金融･保険業 184,748 13.48 71,675 5.49 102,867 8.10
不動産業 109,895 8.02 110,957 8.50 113,975 8.97
各種サービス業 224,285 16.36 222,657 17.06 209,018 16.46
地方公共団体 81,604 5.95 136,952 10.49 83,053 6.54
その他 383,562 27.99 400,697 30.71 416,276 32.78
特別国際金融取引勘定分 － － － － － －
政府等 － － － － － －
金融機関 － － － － － －
その他 － － － － － －

合　計 1,370,146 1,304,597 1,269,541

中小企業等貸出金残高�（百万円）�

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

平成16年度末�平成14年度末�平成15年度末�

985,6561,001,969 996,757

平成16年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

貸出金残高

年度別

種　類

●期末残高

（注）国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。

（注）残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）貸出金の残存期間別残高
区　分 種　類

貸出金 365,183 276,403 210,683
1 年 以 下 うち変動金利 － － －

うち固定金利 － － －
貸出金 87,888 85,626 77,990

1 年　超
うち変動金利 31,128 33,022 31,865

3 年 以 下
うち固定金利 56,759 52,603 46,124
貸出金 91,327 93,258 108,547

3 年　超
うち変動金利 42,620 55,653 50,333

5 年 以 下
うち固定金利 48,706 37,605 58,213
貸出金 80,144 82,461 80,288

5 年　超
うち変動金利 49,773 45,370 41,649

7 年 以 下
うち固定金利 30,370 37,090 38,639
貸出金 592,652 612,022 660,334

7 年　超 うち変動金利 298,037 291,097 280,760
うち固定金利 294,614 320,925 379,574
貸出金 152,949 154,825 131,696

期間の定めの
うち変動金利 26,326 24,552 23,809

な い も の
うち固定金利 126,622 130,272 107,886
貸出金 1,370,146 1,304,597 1,269,541

合　　　計 うち変動金利 － － －
うち固定金利 － － －

貸出金

手形貸付 154,187 － 154,187 141,712 － 141,712 131,050 － 131,050

証書貸付 1,043,833 7,135 1,050,969 992,536 5,639 998,176 967,621 6,263 973,884

当座貸越 152,949 － 152,949 154,825 － 154,825 156,320 － 156,320

割引手形 12,040 － 12,040 9,883 － 9,883 8,284 － 8,284

合　計 1,363,010 7,135 1,370,146 1,298,957 5,639 1,304,597 1,263,277 6,263 1,269,541

平成16年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

年度別

種　類

●平均残高

貸出金

手形貸付 170,703 － 170,703 140,850 － 140,850 126,835 － 126,835

証書貸付 979,593 7,595 987,189 986,817 6,158 992,976 1,001,063 5,790 1,006,854

当座貸越 147,201 － 147,201 146,826 － 146,826 148,282 － 148,282

割引手形 11,916 － 11,916 10,201 － 10,201 8,311 － 8,311

合　計 1,309,414 7,595 1,317,010 1,284,696 6,158 1,290,854 1,284,493 5,790 1,290,284

平成16年度末

残　高 構成比

平成14年度末

残　高 構成比

平成15年度末

残　高 構成比

（単位：百万円）

年度別

区　分

貸出金使途別残高

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）中小企業等に対する貸出状況
年度別

区　分

貸出残高 1,001,969 996,757 985,656

総貸出に占める割合 73.12% 76.40% 77.63%

設備資金 613,486 44.77% 625,593 47.95% 639,544 50.37%

運転資金 756,659 55.22% 679,003 52.04% 629,996 49.62%

合　計 1,370,146 100.00% 1,304,597 100.00% 1,269,541 100.00%

融　資（単体）

（注）1. 特別国際金融取引勘定分は除いております。
2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸
売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人）以下の会社及び個人であります。
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平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）特定海外債権残高 有価証券残高
年度別

国　別

インドネシア共和国 1,333 532 －

合　計 1,333 532 －

（資産の総額に対する割合） （0.06％） （0.02％） （－％）

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）貸出金償却額
年度別

区　分

貸出金償却額 1,798 3,258 2,757

平成17年3月末平成15年3月末 平成16年3月末

（単位：百万円）リスク管理債権
年度別

区　分

破綻先債権額 5,910 4,413 5,055

延滞債権額 52,395 53,976 65,956

3カ月以上延滞債権額 50 49 0

貸出条件緩和債権額 20,699 21,004 9,874

リスク管理債権総額 79,055 79,444 80,886

平成17年3月末平成15年3月末 平成16年3月末

（単位：百万円）金融再生法に基づく開示債権
年度別

区　分

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 22,539 24,259 22,802

危険債権 35,986 34,423 48,668

要管理債権 20,754 21,064 9,875

開示債権合計　　　　① 79,279 79,746 81,345

正常債権 1,316,265 1,247,252 1,208,956

与信総合計　　　　　② 1,395,544 1,326,998 1,290,301

担保等による保全額　③ 59,862 62,640 57,172

貸倒引当金残高　　　④ 9,449 8,935 18,154

保全率　（③＋④）÷① 87.43% 89.75% 92.60%

不良債権比率　　①÷② 5.68% 6.00% 6.30%

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

区　分

貸倒引当金

期首
残高

当期
増加額

期末
残高

当期減少額

目的使用 その他
期首
残高

当期
増加額

期末
残高

当期減少額

目的使用 その他
期首
残高

当期
増加額

期末
残高

当期減少額

目的使用 その他

摘要

一般貸倒
引当金

※洗替によ
る取崩額

※主として
税法によ
る取崩額

※洗替によ
る取崩額

個別貸倒
引当金

うち非居
住者向け
債権分

特定海外債
権引当勘定

合　計

平成16年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度末

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

年度別

種　類

●期末残高

1年以下
1年超

3年以下

3年超

5年以下

5年超

7年以下

7年超

10年以下
10年超

期間の定め

のないもの
合 計

（単位：百万円）有価証券の残存期間別残高

種　類

有価証券

国債 190,950 － 190,950 （53.5） 107,570 － 107,570 （48.9） 132,621 － 132,621 （33.2）

地方債 18,601 － 18,601 （5.2） 20,386 － 20,386 （9.3） 62,558 － 62,558 （15.7）

社債 105,526 － 105,526 （29.5） 39,497 － 39,497 （17.9） 111,137 － 111,137 （27.8）

株式 29,993 － 29,993 （8.4） 42,051 － 42,051 （19.1） 46,916 － 46,916 （11.7）

その他の証券 1,066 11,016 12,082 （3.4） 2,957 7,613 10,571 （4.8） 30,387 16,052 46,439 （11.6）

うち外国債券 － 4,931 4,931 － 1,645 1,645 10,643 7,987 18,630

うち外国株式 － 6,085 6,085 － 5,967 5,967 － 8,064 8,064

合　計 346,139 11,016 357,155（100.0） 212,463 7,613 220,076（100.0） 383,621 16,052 399,673（100.0）

平成16年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成14年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

平成15年度

国内業務部門 国際業務部門 合　　計

（単位：百万円）

年度別

種　類

期　別

期　間

●平均残高

（注）（ ）内は構成比：％

（注）1.（ ）内は構成比：％
2. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。

平成15年3月31日 346 1,779 － 7,853 180,971 － － 190,950

国債 平成16年3月31日 117 1,620 22,332 5,427 78,072 － － 107,570

平成17年3月31日 1,577 9,018 26,608 38,085 12,227 45,105 － 132,621

平成15年3月31日 832 2,533 2,842 3,494 8,899 － － 18,601

地方債 平成16年3月31日 693 2,451 593 402 16,245 － － 20,386

平成17年3月31日 733 4,845 2,687 11,074 43,216 － － 62,558

平成15年3月31日 13,640 27,880 41,904 7,436 14,664 － － 105,526

社債 平成16年3月31日 840 8,927 19,787 3,381 6,560 － － 39,497

平成17年3月31日 2,665 38,628 42,971 15,684 11,187 － － 111,137

平成15年3月31日 29,993 29,993

株式 平成16年3月31日 42,051 42,051

平成17年3月31日 46,916 46,916

平成15年3月31日 74 2,025 1,097 36 1,549 684 6,613 12,082

その他の証券 平成16年3月31日 835 － 563 42 31 618 8,479 10,571

平成17年3月31日 1,187 2,933 11,198 536 6,975 1,035 22,572 46,439

平成15年3月31日 74 2,025 1,005 36 1,045 684 58 4,931

うち外国債券 平成16年3月31日 835 － － 42 － 618 149 1,645

平成17年3月31日 1,069 2,364 10,776 － 3,680 533 206 18,630

平成15年3月31日 6,085 6,085

うち外国株式 平成16年3月31日 5,967 5,967

平成17年3月31日 8,064 8,064

平成15年3月31日 － － － － － － － －

貸付有価証券 平成16年3月31日 － － － － － － － －

平成17年3月31日 － － － － － － － －

3,782 4,675 －
※
3,782 4,675 4,675 4,721 － 4,675 4,721 4,721 4,715 － 4,721 4,715

7,782 7,996 1,797
※
5,984 7,996 7,996 7,430 2,120 5,875 7,430 7,430 16,983 2,722 4,708 16,983

－ － － － － － － － － － － － － － －

217 127 －
※
217 127 127 25 － 127 25 25 － － 25 －

11,781 12,798 1,797 9,984 12,798 12,798 12,177 2,120 10,678 12,177 12,177 21,699 2,722 9,454 21,699

有価証券

国債 133,925 － 133,925 （41.3） 182,788 － 182,788 （50.3） 131,549 － 131,549 （38.7）

地方債 23,764 － 23,764 （7.3） 22,435 － 22,435 （6.2） 45,215 － 45,215 （13.3）

社債 108,444 － 108,444 （33.5） 98,781 － 98,781 （27.1） 82,378 － 82,378 （24.2）

株式 39,170 － 39,170 （12.1） 39,700 － 39,700 （10.9） 47,546 － 47,546 （14.0）

その他の証券 1,386 17,494 18,880 （5.8） 9,637 10,319 19,956 （5.5） 18,646 14,508 33,154 （9.8）

うち外国債券 － 12,382 12,382 － 4,263 4,263 5,275 7,100 12,376

うち外国株式 － 5,111 5,111 － 6,055 6,055 － 7,407 7,407

合　計 306,691 17,494 324,185（100.0） 353,343 10,319 363,662（100.0） 325,337 14,508 339,845（100.0）

有価証券（単体）
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平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類

有価証券関係（平成14年度、平成15年度、平成16年度）
貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権を含めて記載してお

ります。

金銭の信託関係（平成14年度、平成15年度、平成16年度）
該当ございません。

その他有価証券評価差額金（平成14年度、平成15年度、平成16年度）
貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

貸借対照表
計上額

当年度の損益に
含まれた評価差額

貸借対照表
計上額

当年度の損益に
含まれた評価差額

貸借対照表
計上額

当年度の損益に
含まれた評価差額

売買目的有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額

満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当ございません。

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの
該当ございません。

その他有価証券で時価のあるもの

年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ございません。

年度中に売却したその他有価証券

保有目的を変更した有価証券
該当ございません。

売買目的有価証券 666 △0 770 △0 728 1

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類 売却額 売却益 売却損 売却額 売却益 売却損 売却額 売却益 売却損

その他有価証券 393,187 8,681 372 633,761 17,777 16,242 115,029 2,247 3,281

（注）1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2. 時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末日における時価の簿価に対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理するとともに、
下落率が30%以上50%未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理
しております。

（注）時価のない非上場外国証券につきましては、為替換算差額を資本直入しておりますので、上記記載に含めて計上しております。

平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

債券 14,819 76,940 223,319 － 1,651 55,711 110,090 －

国　債 346 1,779 188,824 － 117 23,952 83,499 －

地方債 832 5,375 12,393 － 693 3,044 16,647 －

社　債 13,640 69,785 22,100 － 840 28,714 9,942 －

その他 74 3,123 1,586 743 835 563 73 618

合　計 14,893 80,063 224,906 743 2,487 56,275 110,164 618

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額
年度別

内　容

満期保有目的の債券
非上場社債券 1,100 3,000 4,200

子会社及び関連会社株式
子会社株式 5,648 5,648 9,762
関連会社株式 9 9 74

その他の有価証券
非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,661 3,493 3,474
非上場外国証券 52 46 6
貸付債権信託受益権 － － 4,271
投資事業有限責任組合に類するものの出資持分 － － 1,178

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

内　容

評価差額 1,382 △2,127 7,173

その他有価証券（注） 1,382 △2,127 7,173

その他の金銭信託 － － －

（＋）繰延税金資産 － 860 －

（△）繰延税金負債 559 － 2,900

その他有価証券評価差額金 823 △1,267 4,273

平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類
取得原価 貸借対照表

売上高
評価差額 うち益 うち損 取得原価 貸借対照表

売上高
評価差額 うち益 うち損

株式 32,238 26,282 △5,956 1,406 7,362 38,068 38,507 439 1,761 1,322

債券 306,874 313,978 7,104 7,104 0 167,601 164,454 △3,146 960 4,107

国　債 188,235 190,950 2,715 2,715 － 110,842 107,570 △3,272 80 3,353

地方債 17,543 18,601 1,058 1,058 － 20,318 20,386 67 327 259

社　債 101,096 104,426 3,330 3,330 0 36,439 36,497 58 552 494

その他 6,619 6,856 236 472 236 4,666 5,255 588 736 147

合　計 345,733 347,117 1,384 8,983 7,598 210,336 208,217 △2,119 3,457 5,577

平成16年度末年度別

種　類
取得原価 貸借対照表

売上高 評価差額 うち益 うち損

株式 38,829 41,316 2,486 4,271 1,785

債券 298,728 302,117 3,389 3,579 189

国　債 131,897 132,621 723 863 139

地方債 60,824 62,558 1,734 1,737 3

社　債 106,005 106,937 931 977 46

その他 36,244 37,543 1,298 1,425 126

合　計 373,802 380,976 7,174 9,276 2,102

平成16年度末年度別

種　類 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

債券 4,976 124,759 131,475 45,105

国　債 1,577 35,626 50,312 45,105

地方債 733 7,533 54,291 －

社　債 2,665 81,599 26,872 －

その他 1,187 14,132 7,512 5,306

合　計 6,163 138,892 138,987 50,412

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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公共債引受額� （百万円）�
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（注）証券投資信託の窓口販売は、平成10年12月1日から実施しております。
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。

3. 先物為替予約につきましては、連結会計年度末日に引直しを行い、その損益を連結損益計算書に計上しておりますので上記記載から除いております。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとおりであります。

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類

国債 7,539 6,443 4,891

地方債 12,800 13,415 33,120

政府保証債 1,908 2,708 3,514

合　計 22,247 22,566 41,525

公共債引受額

（単位：百万円）

年度別

種　類

公共債ディーリング売買高

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類

商品国債 761 806 659

商品地方債 2 11 22

商品政府保証債 － － －

貸付商品債券 － － －

合　計 763 817 681

公共債ディーリング平均残高

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類

公共債の窓口販売実績

国債 1,171 2,659 7,295

地方債 1,000 1,000 1,000

政府保証債 － － －

合　計 2,171 3,659 8,295

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類

投資信託の窓口販売実績

証券投資信託 1,242 4,160 18,963

デリバティブ取引情報
◎取引の状況に関する事項
�　取引に対する取り組み方針及び取引の内容・利用目的

当行が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、債券先物取引、株価指数先物取引であります。
当行は、外貨建資産・負債に係る為替リスク等のヘッジを主な目的として、デリバティブ取引に取り組んでおります。

また、短期的な売買益を獲得する目的で行うデリバティブ取引については、都度経営陣の承認を得るとともに、ポジショ
ン限度枠・ロスカットルール等を設定し、限定的に行なっております。

�　取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引に内包されるリスクのうち、当行の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主として市場リスクと

信用リスクがあります。
市場リスクとは、金利・為替等の相場変動によって損失を被るリスクであり、信用リスクとは、取引相手方が契約不履

行に陥った場合に損失が発生するリスクであります。

�　取引に係るリスク管理体制
当行では、デリバティブ取引のリスク管理のため、個別案件毎に経営陣の承認を得ることとして、厳格な取り組みを行

っております。また、短期的な売買益を獲得する目的で行うデリバティブ取引については、ポジション限度枠・ロスカッ
トルール等を定め、管理者が取引内容の検証・管理を厳重に行っているほか、リスク管理部のモニタリングによる相互牽
制体制の強化を図っております。

◎取引の時価等に関する事項
金利関連取引

該当ございません。

通貨関連取引（平成14年度末）

平成14年度末年度別

種　類 契約額等

店頭
為替予約
売　　建 89
買　　建 84

株式関連取引
該当ございません。

債券関連取引
該当ございません。

商品関連取引
該当ございません。

クレジットデリバティブ取引
該当ございません。

デリバティブ
（Derivatives）
金融商品の価格変動リス

クを回避し、低コストの資
金調達や高利回りの運用と
いった有利な条件を確保す
るために開発された取引を
いい、為替や金利など本来
の金融商品から派生したも
のです。
広義では通貨先物や金利

先物取引などを含めます
が、狭義ではスワップやオ
プション取引などを指すこ
とが一般的です。

平成16年度平成15年度平成14年度

期中売買高 期中売買高 期中売買高

商品国債 22,917 41,982 86,786

商品地方債 － 1,000 12

商品政府保証債 － － －

合　計 22,917 42,982 86,798

デリバティブ〈金融派生商品〉（連結）

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。

平成16年度末平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類

通貨関連取引（平成15年度末及び平成16年度末）

契約額等

うち1年超
時価 評価損益

契約額等

うち1年超
時価 評価損益

店頭

為替予約

売　　建 506 － △1 △1 37 － △0 △0

買　　建 433 － 6 6 129 － 0 0

平成14年度末

（単位：百万円）

年度別

種　類
契約額等

うち1年超
時価 評価損益

店頭

為替予約 － － － －
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その他業務利益 7,873 △576 7,296 △10,063 363 △9,700 △1,464 256 △1,207

外国為替売買損益 － △933 △933 － 3 3 － 183 183

商品有価証券売買損益 25 － 25 △158 － △158 142 － 142

国債等債券売却損益 8,155 363 8,518 △9,879 359 △9,519 △1,506 122 △1,384

国債等債券償還損益 6 － 6 1 － 1 △9 △11 △20

その他 △313 △5 △319 △27 － △27 △90 △38 △128

業務純益� （百万円）�

△5,000
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15,000

10,000

5,000

平成16年度�平成14年度�平成15年度�

14,334

6,138

0

△3,556

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計

資金運用収支 33,204 847 34,052 32,250 573 32,823 31,418 538 31,957

役務取引等収支 1,740 △2 1,737 1,699 △6 1,693 2,306 0 2,307

その他業務収支 7,873 △576 7,296 △10,063 363 △9,700 △1,464 256 △1,207

業務粗利益 42,817 268 43,086 23,886 929 24,816 32,261 796 33,057

業務粗利益率 2.34% 0.96% 2.34% 1.30% 4.21% 1.34% 1.78% 2.29% 1.81%

業務純益

資金運用勘定・調達勘定の平均残高等

（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、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

業　務　粗　利　益
2. 業務粗利益率＝

資金運用勘定平均残高
×100

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

◎国内業務部門

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成14年度13,343百万円、平成15年度27,993百万円、平成16年度44,221百万円）を控除して表示
しております。

受取利息･支払利息の分析

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

◎国内業務部門

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めて記載しております。

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資金運用勘定 27,952 1,036 3.70% 22,080 709 3.21% 34,626 764 2.20%

資金調達勘定 28,112 189 0.67% 22,228 136 0.61% 35,191 225 0.64%

◎国際業務部門

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成14年度7百万円、平成15年度7百万円、平成16年度301百万円）を、控除して表示しております。
2. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算
出しております。

※業務純益は、銀行が一般に公表する損益計算書には表示されておりませんが、銀行の基本的な業務の成果を示すものとされている銀行固有の利益指標で
あります。
業務純益は、預金、貸出、有価証券などの利息収益を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示す「役務取引等利益」、債券や外国為替などの売買損
益を示す「その他業務利益」の3つを合計した「業務粗利益」から、「一般貸倒引当金繰入額」及び「経費」を控除して算出されます。

平成16年度平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

内　容

業務純益 10,731 13,881 14,334 △3,556 6,138

粗利益

受取利息 447 △3,156 △2,708 84 △1,381 △1,297 △391 △542 △934

支払利息 24 △1,344 △1,320 22 △365 △343 △4 △97 △102

役務取引等の状況
平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計

役務取引等収益 5,179 28 5,207 5,303 30 5,334 5,922 35 5,958

役務取引等費用 3,439 30 3,469 3,604 36 3,641 3,615 34 3,650

利　鞘
平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：%）

年度別

種　類 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計

資金運用利回り 1.89 3.70 1.93 1.81 3.21 1.84 1.78 2.20 1.81

資金調達原価 1.59 3.10 1.63 1.58 3.66 1.61 1.50 2.32 1.54

総資金利鞘 0.30 0.60 0.30 0.23 △0.45 0.23 0.28 △0.12 0.27

その他業務利益の内訳

営業経費の内訳

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計 国内業務部門 国際業務部門 合計

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

種　類 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

◎国際業務部門

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めて記載しております。

受取利息 △1 △233 △235 △217 △109 △326 403 △348 54

支払利息 △2 △196 △198 △39 △13 △52 79 9 88

資金運用勘定 1,826,339 34,529 1.89% 1,830,824 33,232 1.81% 1,809,229 32,297 1.78%

資金調達勘定 1,780,633 1,324 0.07% 1,810,956 981 0.05% 1,802,104 879 0.04%

（注）損益計算書中「営業経費」の内訳であります。

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万円）

年度別

内　容

給料･手当 10,931 11,394 10,560

退職給付費用 1,396 1,890 1,747

福利厚生費 176 138 138

減価償却費 650 709 1,136

土地建物機械賃借料 3,237 3,294 3,027

営繕費 185 198 168

消耗品費 523 550 428

給水光熱費 302 294 292

旅費 207 187 165

通信費 662 620 468

広告宣伝費 1,149 758 589

租税公課 1,402 1,504 1,618

その他 7,642 7,848 7,645

合　計 28,468 29,390 27,987

利益率

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：％）

年度別

内　容

総資産経常利益率 0.07 0.09 △0.50

資本経常利益率 1.47 2.03 △10.37

総資産当期純利益率 0.14 0.04 △0.49

資本当期純利益率 2.71 0.89 △10.17

経常（当期純）利益
（注）1. 総資産経常（当期純）利益率＝

総資産（除く支払承諾見返）平均残高
×100

経常（当期純）利益
2. 資本経常（当期純）利益率＝

資本勘定平均残高
×100

損益の状況（単体）
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１店舗当り預金・貸出金残高�（百万円）�
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12,079 11,755

◎内国為替取扱高

◎外国為替取扱高

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：千件・百万円）

年度別

区　分

送金為替 各地へ向けた分 口数 6,137 6,046 5,837

金額 3,734,956 3,924,191 4,073,583

各地より受けた分 口数 7,464 7,406 7,258

金額 3,702,080 3,881,786 3,981,729

代金取立 各地へ向けた分 口数 173 116 69

金額 158,336 90,393 32,725

各地より受けた分 口数 248 135 86

金額 281,200 120,622 69,106

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：百万米ドル）

年度別

区　分

仕向為替

売渡為替 147 185 203

買入為替 37 34 61

被仕向為替

支払為替 52 83 121

取立為替 3 2 1

合　計 240 306 388

◎外貨建資産残高

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万米ドル）

年度別

区　分

外貨建資産残高 143 259 206

◎従業員1人当り預金･貸出金残高

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

区　分

預金残高 1,474 1,552 1,620

貸出金残高 1,139 1,128 1,138
（注）1. 預金には譲渡性預金を含んでおります。

2. 従業員数は期中平均人員で算出しております。

◎1店舗当り預金･貸出金残高

平成16年度末平成14年度末 平成15年度末

（単位：百万円）

年度別

区　分

預金残高 16,406 16,620 16,734

貸出金残高 12,686 12,079 11,755
（注）1. 預金には譲渡性預金を含んでおります。

2. 店舗数には出張所を含んでおりません。

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：%）

年度別

区　分 期　末 期中平均 期　末 期中平均 期　末 期中平均

◎貸出金の預金に対する比率

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。

国内業務部門 77.05 74.30 72.59 71.53 70.02 71.88

国際業務部門 244.07 227.46 99.17 176.74 197.29 117.32

合　計 77.32 74.59 72.67 71.74 70.24 72.00

平成16年度平成14年度 平成15年度

（単位：%）

年度別

区　分 期　末 期中平均 期　末 期中平均 期　末 期中平均

◎有価証券の預金に対する比率

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。

国内業務部門 19.56 17.40 11.87 19.67 20.67 17.91

国際業務部門 376.82 523.88 133.88 296.14 840.87 400.87

合　計 20.15 18.36 12.26 20.21 22.11 18.96

内国為替・外国為替・諸比率等（単体）
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企業集団の事業系統図�

本支店108　出張所9

武漢駐在員事務所�

子会社4　　関連会社2

◎子 会 社 �

株式会社みちのくサービスセンター（銀行事務代行業務、不動産賃貸業務）�

株式会社みちのくオフィスサービス（労働者派遣業務）�

みち銀総合管理株式会社（不動産の売買、所有、賃貸、管理業務）�

◎関連会社�

みちのく信用保証株式会社（信用保証業務）�

みちのくカード株式会社（クレジットカード業務）�

みちのくキャピタル株式会社（投資業務）�

上海駐在員事務所�

◎子会社�―北日本財務（香港）有限公司�

◎子会社�―株式会社みちのく銀行（モスクワ）�
〈モスクワ本店・ユジノサハリンスク支店・ハバロフスク支店〉�

ロシア�

中　国�

国　内�

●●企業集団の状況（平成17年6月30日現在）

企業集団は、当行・子会社6社・関連会社2社で構成され、銀行業務を中心に、銀行事務の代

行業務、労働者の派遣事業などの金融サービスを提供しております。

●●子会社および関連会社（平成17年6月30日現在）

―�
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銀行事務代行業務および不動産賃貸管理�

労働者派遣業務�

不動産の売買、所有、賃貸および不動産の管理�

預金、貸付、資金取引、外国為替等一般銀行業務�

預金、貸付、資金取引、外国為替等一般銀行業務�

住宅ローン等に係わる信用保証業務�

クレジットカード、金銭の貸付および信用保証業務�

株式・社債への投資業務、融資およびその斡旋、�
保証業務、投資事業組合財産の管理運営業務�
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100

100

100

100

100

17.5

5

昭和33年�
9月�1日�

平成3年�
2月�5日�

平成8年�
6月�18日�

平成5年�
9月�14日�

平成11年�
4月�15日�

昭和61年�
4月�1日�

平成2年�
8月�1日�

平成8年�
4月�26日�

青森市奥野一丁目3番12号�
（017-734-2113）�

青森市奥野一丁目3番12号�
（017-734-2522）�

青森市勝田一丁目3番1号�
（017-735-5015）�

香港、セントラル、ハーコートロード10
ハチソン・ハウス19階（852-2869-0823）�

ロシア連邦モスクワ市バリシャーヤ・�
オルドウィンカ37（7-095-729-5858）�

青森市奥野一丁目3番12号�
（017-734-2321）�

青森市奥野一丁目3番12号�
（017-734-2185）�

青森市勝田一丁目3番1号�
（017-774-1254）�

名　　　称� 所　在　地�
（電　話）�

主　要　業　務� 設　立�
年月日�

資本金�
（千円）�

当行議決権�
比率（％）�

他の子会社等�
が保有する�

議決権の割合（％）�

子会社・関連会社
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決算公告（写）

銀行法第20条に基づいて、下記の決算内容を公告いたしました。

なお、同法第21条第1項および第2項の規定により、本決算公告を掲載しております。
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粗利益 74
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1�
お客さまのニーズを正しく把握し、感謝と奉仕の精神で、満足のいくサービスを提供する。�

2�
すぐれた業務企画と、お客さまに喜ばれる商品を開発し、自信と誇りをもって積極的に提供する。�

3�
「できない」という理由を捜す前に、「できる」方法を捜し出して、お客さまの要望に応えていく。�

4�
間違いのない銀行、待たせない銀行、親切な銀行、をモットーとし、この積み重ねによって�

　 お客さまの信頼を築いていく。�

5�
小口のお客さまこそ大事にし、来店への感謝をこめて、ていねいな応対に徹する。�

6�
貸すのではなく、使っていただく気持ちに徹する。使っていただけるかどうかは、�

 　我々の態度如何にかかっている。�

7�
お客さまの求めているものは、金融サービスだけではない。適切なアドバイス、�

　 豊富な情報提供によりその期待に応えていく。�

8�
商いに妙案奇策はない。誠心誠意にじみでる気持ちをもって根気よく足を運べ。�

9�
お客さまの苦情、要望には、謙虚に耳を傾け、すばやく対応し、決して放置しない。�

10�
お客さまのお役に立っているか、喜ばれ満足されているか、常に反省検討を加え、�

 　  明日への糧とする。�
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