
コンプライアンス・マインドの浸透・定着・実践
重大なリスクの未然防止に焦点を当てた
リスクベース・アプローチの高度化

リスク情報資産の活用
統合的リスク管理方針に基づく管理態勢の強化

コンプライアンスの高度化
企業理念

行動指針

リスク管理態勢の強化

地域に寄り添ったコンサルティング営業の展開
地域企業への金融仲介機能の一層の発揮

総合的な営業活動の実践による資産運用・形成支援の強化
デジタル技術の活用による顧客サービスの充実

基本戦略 PLAN1　営業戦略（地域への価値提供）

地域の持続的な成長に向けた価値創造への挑戦
地域企業の生産性向上・組織化支援

地域のポテンシャルを引き出す事業領域への挑戦
アライアンスの活用による幅広いソリューションの提供

基本戦略 PLAN2　地域戦略（地域への価値創造）

PLAN3　人財戦略（自律性の高い人財の創出）基本戦略

職員と組織の相互成長による
　　　　　　　　　　　働きがいと幸福度の向上

共感を生む組織風土の実現による自律型人財の創出
職員の多様なライフスタイルの尊重
プロフェッショナル人財の育成・活躍

基盤戦略（持続的な成長に向けた取組み）

生産性向上と経営資源の最適配賦による
　　　　　　　　　　　持続的成長の実現

公的資金返済を見据えた財務基盤の強化
戦略的な投資と経費適正化による筋肉質な銀行への変革
グループ総合力の発揮

第6次中期経営計画の概要

当行では今年の4月より第6次中期経営計画がスタートしております。
この計画を着実に実践していくことで財務基盤の強化を図るとともに、引き続き、コンプライアンス、内部管理体制の
一層の強化に取り組み、地域金融機関として地域のお客さまに必要とされる価値の創造、提供に挑戦してまいります。

計画名称 

目指すべき姿 

地域未来の共創（2021年4月～2024年3月）

地域に寄り添い、地域のために挑戦し、地域とともに成長し続ける価値創出カンパニー

第6次中期経営計画におけるSDGs目標
資産形成支援件数
（つみたて投信・DCの推進件数）

…累計15,000件
事業性評価に基づく提案件数

…累計2,700件
SDGs・金融リテラシーセミナー回数

…累計120回
金融のデジタル化推進
（通帳レス口座・アプリ・みちのくダイレクト稼働件数）

…累計140,000件
再生可能エネルギー関連新規貸出

…累計100億円
女性管理職比率�…2024/3期�30％
女性の本部企画部門配置比率�…同�26％
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創業、成長から事業再生まで、ライフステージに応じ、営業店、地区本部、本部が一体となって地域に寄
り添ったコンサルティング営業を展開してまいります。法人営業への積極的な人員シフトにより、資金繰り
支援、経営改善支援をはじめとする金融仲介機能の一層の発揮のほか、個人営業担当者と連携した経営
者・従業員の方々へのサポートに努めてまいります。

法人営業部門への積極的な人員シフト

事業者のお客さまとの面談機会の増加

融資・コンサルティング提案の徹底

金融仲介機能の一層の発揮

経営改善支援
担当者

プロダクト
担当者

資産運用
担当者

アライアンス
締結先

個人ローン
担当者

事業者のお客さま
ご融資

各種プロダクト
コンサルティングサービス

経営者の方々
資産運用・事業承継

従業員の方々
資産形成支援・ローン

各担当者と連携した法人営業活動 法人のお客さま

・地区特性に応じた戦略的な人員配置

・��法人営業戦略ミーティングによる質の
高い提案の実施
・地区本部による営業店サポートの充実

第6次中期経営計画におけるKPI
中小企業向け貸出残高（東京支店除き）

2021/3期
実績

5,062億円

2024/3期
計画

法人ソリューション分野収益

2021/3期
実績

390百万円

2024/3期
計画

・融資、返済条件変更など資金繰り等に関する対応� � ・経営改善支援
・補助金・助成金の情報提供・申請支援� � � ・ビジネスマッチング、各種ソリューション紹介
・政府系金融機関活用のサポート� � � � ・クラウドファンディング活用支援　ほか

PLAN1　営業戦略
地域に寄り添ったコンサルティング営業の展開 法人営業戦略①

■ 積極的な人員シフトによる金融仲介機能の一層の発揮

■ 新型コロナウイルス感染症の影響に係る資金繰り支援等の取組み

法人営業
担当者

840百万円5,720億円
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法人プロダクトの分野では日々のお客さま訪問や「法人営業戦略ミーティング」などを通じて、お客さまの
事業に関する理解を深め、事業の成長、経営改善等に資する様々なご提案を繰り返してまいります。本部
や各地区本部（青森・弘前・八戸・北海道（函館））に専門スキルを持つ職員を配置し、地域のニーズに
則したコンサルティングを提供してまいります。

ビジネスマッチング・
各種ソリューション紹介

事業承継・M&A支援

人材紹介支援
事業の継続的な成長・発展のために欠かせない「人材」に関する経営者のニーズに
お応えするため、人材マッチングサービスを提供しております。事業性評価に基づき、
当行が求人票の作成を代行し、提携先事業者と協働しながら、採用活動をサポート
します。

各地区本部に事業承継コンサルタント（BSC）を配置するなど体制を強化し、お客
さまのビジョンに応じた承継プランを提案します。後継者不在のお客さまには、M＆
Aによる地域内マッチングの活用などにより地域経済の発展・地域雇用の維持に寄与
します。

お客さま同士のビジネスマッチングや、提携先を活用した海外向け販路拡大支援な
どを積極的にご提案します。
また、コスト削減、クラウドサービスによる効率化、遊休不動産の活用など、最適
なソリューションメニューの提案を図ります。

第6次中期経営計画におけるKPI

注力する取組み

第5次中計
累計

616件

第6次中計
累計

第5次中計
累計

49件

第6次中計
累計

第5次中計
累計

13件

第6次中計
累計

ビジネスマッチング、
各種ソリューション紹介
支援件数
（グループ会社との顧客
紹介等は除く）

事業承継／M&A
支援件数 人材紹介支援件数

※2019/10業務開始

PLAN1　営業戦略
地域に寄り添ったコンサルティング営業の展開 法人営業戦略②

■ 法人向けコンサルティング機能の強化

880件 190件 90件
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お客さまのライフプランに沿った金融ニーズをサポートし、マイホーム取得やつみたて投信など資産形成に資する
取組みや、安定的な資産運用の提案・情報提供など、より満足度の高い商品・サービスの提供に努めてまいります。

顧客コンタクトの拡大

資産運用専門職員・提携証券会社との連携

休日拠点の機能強化・連携による総合的なライフプランニングの実施

みちぎんアプリ・AIを活用したWeb商品の推進

法人営業・個人営業の連携により、経営者の方々や法人従業員
の方々への資産運用・資産形成支援の提案を行います。

各地区に配置するライフプランニングコンサルタントによる相続や運
用の提案、提携証券会社による幅広いサービスの提供を行います。

個人ローン拠点「ローンスクエア」の機能強化やコンサルティン
グ拠点「エブリデイプラザ」と連携した営業を推進します。

アプリやSNSにより、普段ご来店できない方にも情報提供を行い、
ローンや資産形成に役立つ商品の提案を行います。

2021/3期
（単年度）実績

4,700件

2024/3期
（計画期間累計）

2021/3期
（単年度）実績

19,800件

2024/3期
（計画期間累計）

・資産形成支援への取組み ・地域の金融デジタル化への取組み

資産形成支援（つみたて投信・DC）提案
…（計画期間累計）15,000件

通帳レス口座・アプリ・みちのくダイレクト稼働件数
…（計画期間累計）140,000件

PLAN1　営業戦略
地域に寄り添ったコンサルティング営業の展開 個人営業戦略

■ 総合的な営業活動の実践による資産運用・形成支援の強化

第6次中期経営計画におけるKPI
個人ローン残高

2021/3期
実績

6,154億円

2024/3期
計画

預かり資産残高

2021/3期
実績

2,743億円

2024/3期
計画

3,250億円6,490億円

15,000件 140,000件

7 Michinoku Bank
MINI DISCLOSURE2021



地域の持続的成長に向けた新規事業領域や地域のポテンシャル発掘に積極的に取り組みます。

・女性活躍推進の強化
・��ミドル・シニア世代の
活躍支援
・副業制度の導入

・��健康アプリによる
生活習慣改善
・運動の習慣化支援

人財育成・各種施策・働き方改革
による従業員満足度の向上

企業理念・行動指針
ビジョンへの共感

職員エンゲージメント向上
自己成長意欲　収益貢献意欲

■ 職員エンゲージメント（貢献意欲）向上に向けた取組み

■ ダイバーシティ推進の強化 ■ 健康経営の一層の推進

キャリア育成支援の強化や多様な働き方への制度拡充により従業員満足度の向上を図りながら、企業理念
や行動指針への共感・納得感を高め、多様な人財が活躍する組織を目指します。

・地域の金融デジタル化への取組み

当行の保有する多様なノウハウを地域のお客さまに提案・提供することで地域企業の成長を支援します。
【提供サービス案】　IT導入支援・創業支援パッケージ・補助金の申請支援・人材育成研修など

■ 企業向けコンサルティングサービスの提供

女性管理職比率 キャリアチャレンジ※応募者数

※希望する本部専門部署への配置や
外部トレーニー派遣の公募制度

27.2% 21人30% 40人

2020年度2024年3月末2021年3月末 2023年度

✚ ➡

PLAN2　地域戦略
地域の持続的な成長に向けた価値創造への挑戦

PLAN3　人財戦略
職員と組織の相互成長による働きがいと幸福度の向上

■ 「価値創出プロジェクト」による新規事業の展開

みちぎんマルシェ
プロジェクト

みちぎんファーム
プロジェクト

第1弾「青森の生産者を支援するプロジェクト」

農産物生産 農産物ブランド化

新たなビジネスの創出に取り組む「価値創出プロジェクト」を継続実施します。
第1弾として地域の農業生産者を支援する「青森の生産者を支援するプロジェクト」を
展開します。
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みちのくリースとのセット提案や、みちのく債権回収との連携、地域経済エコシステムファンドの活用などグループ総合力の強化
によるお客さまへの提案力向上を図ります。

■ グループ連携の強化

店舗統廃合やデジタルシフトによる窓口事務の効率化と個人営業体制の見直しなどにより人員を創出し、重点分野（事業性
融資・コンサルティング業務など）へ人員をシフトします。

■ 人員数の最適化・重点分野への人員シフト

約350名

2021年3月末実績　総人員数　1,920人
効率化・業務革新による人員捻出

約100名　窓口業務効率化

約100名　本部業務効率化

約130名　個人営業生産性向上

・主な内訳
約90名

260名減
（自然減）

2024年3月末計画　総人員数　1,660人
重点分野への再配置

＋約20名　法人向けコンサルティング（新規業務含む）

＋約50名　個人向けコンサルティング（休日拠点等）

＋約20名　事業性融資

・主な内訳➡

これまで以上の物件費の統制に加え、ウィズコロナに対応した会議や研修のWeb化など、業務の見直しによる経費支出の
削減に取り組みます。

■ 戦略的な投資と経費適正化による筋肉質な銀行への変革

・ペーパレスへの取組み
 （経費・紙資源の削減）

・ Webの活用による 
内部研修・出張の削減

お客さまの利便性に配慮した
店舗統廃合の実施

2021年3月末 2024年3月末

75
拠点

60
拠点程度➡

※各KPIおよび経営指標は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第12条に基づく経営強化計画の策定に伴い、変更となる可能性がございます。

項目名 2020年度実績 2023年度計画

コア業務純益（投信解約差益除き） 29億円 45億円以上

経常利益 20億円 35億円以上

当期純利益 19億円 30億円以上

OHR（コア業務粗利益対比） 73% 70%程度

ROE 2.3% 3%以上

自己資本比率（連結） 7.9% 8%程度

第6次中期経営計画（2021年度～2023年度）目標とする経営指標

基盤戦略　持続的な成長に向けた取組み
生産性向上と経営資源の最適配賦による持続的成長の実現
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