


　平素より、みちのく銀行をお引き立ていただきまして、誠にありがとうご
ざいます。
　このたび、当行へのご理解を深めていただくために、「2021年3月期ミニ
ディスクロージャー誌／第49期営業のご報告」を作成いたしました。本誌で
は地域経済の活性化に向けた当行の取組みや業績を掲載しておりますので、
ご一読いただければ幸いに存じます。
　さて、2020年度のわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、経済活動が急速に落ち込み、リーマン・ショック直後に匹敵するマイ
ナス成長となりました。緊急事態宣言解除後の景気は緩やかな回復基調にあ
りましたが、業種間にばらつきがあり、新型コロナウイルス感染症の再拡大
のリスクは家計・企業の行動を慎重化させる状況が続いております。
　当行の主要営業地域である青森県ならびに函館地区における地域経済にお
いては、長引く新型コロナウイルス感染症の影響から厳しい状況が続いてお
ります。各種支援策等により、生産や個人消費に一部持ち直しの動きが見ら
れましたが、観光業や飲食業の需要は回復しておらず、また、雇用情勢の弱
さや設備投資の手控えなど、景気はコロナ禍以前の水準まで回復していない
状況にあります。ワクチン接種が始まりコロナ禍収束に向けた兆しも見え始
めましたが、見通しは依然不透明であり、感染拡大防止策を講じながら、経
済活動のレベルを引き上げていくことが求められております。当行は、長引
く新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい状態にある事業者支援と
個人のお客さまに対する家計支援に徹底して取り組み、私たちの使命である
金融仲介機能を十分発揮してまいります。
　このような中、当行は、第6次中期経営計画『地域未来の共創』（2021年
4月～2024年3月）をスタートさせており、目指すべき姿を「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」
といたしました。地域の持続的な成長を実現し、明るく希望に満ちた未来を
創るため、全役職員が一丸となって、これまで以上の挑戦と改革に取り組ん
でまいります。今後とも誠心誠意努力を重ねてまいりますので、何卒一層の
ご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

2021年6月

ごあいさつ

総預金・預かり資産残高（単体）� （億円）
■ 総預金　■ 預かり資産

2021/3

21,464

24,208
2,743

※ 総預金＝預金+譲渡性預金

2019/3

20,064

22,582
2,518

2020/3

20,199

22,851
2,652

貸出金残高（単体）� （億円）
■ 一般貸出　■ 個人ローン

11,057

17,212

6,154

2021/3

9,846

15,377

5,531

2019/3

10,812

16,799

5,986

2020/3

取締役頭取 藤澤 貴之

業績ハイライト
2020年度の業績は有価証券利息配当金の増加や経費の減少
によるコア業務純益の増加に加え、与信費用の減少等により、
経常利益は前期比52億円増加の20億円、当期純利益は前期
比63億円増加の19億円となりました。
経営の健全性を示す指標である自己資本比率（連結ベース）
は7.93％と、国内基準行に求められる4％を上回り、引き続
き十分な健全性を維持しております。

2019/3 2020/3 2021/3

コア業務純益 3,615 1,882 7,117

経常利益 1,234 △3,273 2,001

当期純利益 634 △4,432 1,929

収益の状況（単体）　（百万円）

目　次

p.  1  ごあいさつ
p.  3  第5次中期経営計画の振返り
p.  4  第6次中期経営計画の概要
p.10  地域経済の発展に向けたアライアンス戦略
p.11  デジタル戦略『ミチテクプロジェクト』
p.12  コロナ禍での地域応援
p.13  SDGsの達成に向けた取組み
※株式の状況・株式のご案内は裏表紙を御覧
ください。

自己資本比率（連結／国内基準）� （%）

7.98

2019/3

7.62

2020/3

7.93

2021/3

みちのく銀行の設立母体の一つである青森貯蓄
銀行の創設から今年で100周年を迎えます。

おかげさまで100周年
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当行は2018年4月にスタートした第5次中期経営計画において、目指すべき姿「地域の豊かさを引き出す
ベストパートナー」の実現に向け3つのInnovationを展開し、コンサルティングクオリティの追求や生産性
の向上に取り組んでまいりました。

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）

コンサルティングクオリティの追求Innovation1 中小企業向け貸出残高（東京支店除き） 個人ローン残高

24.2% 23%27.2% 83%

女性管理職比率 男性の育児休業取得率
2018年3月末 2018年3月末2021年3月末 2021年3月末

94拠点 96億円75拠点 80億円

従来型店舗数 物件費
2018年3月末 2018年度3月期2021年3月末

計画80拠点

2020年度

計画88億円

2018/3期

4,892億円

2021/3期
実績

4892

2018/3期

5,160億円

2021/3期
実績

4892

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

5,062億円 6,154億円

※「地域クラウド交流会」はサイボウズ株式会社の登録商標です

主な取組み
・休日拠点（ローンスクエア・エブリデイプラザ）の拡充
・創業支援イベント「地域クラウド交流会」（※）の開催
・デジタル戦略「Michi-Techプロジェクト」の実施
・みちのく債権回収株式会社（みちのくサービサー）の設立
・主要4地区（青森・弘前・八戸・函館）への地区本部設置
・北海道地区へ向けた広域営業展開

その他新しく実施した主な取組み

不断の改革推進による生産性向上の追求Innovation3

職員の幸福と活力向上の追求Innovation2
主な取組み
・ダイバーシティの推進
・新規事業を検討する「価値創出プロジェクト」の実施
・フレックスタイム勤務制度・テレワーク制度の導入
・eラーニング制度の導入

主な取組み
・店舗網・店舗外ATMの適正化
・コンサルティング拠点への人員シフト
・個人ローン・保険受付のデジタル化
・経費支出の抜本的見直しや経費統制による物件費削減

・地域商社「オプティムアグリ・みちのく」の設立（2019年1月）

・｢有料職業紹介事業」許可取得による人材紹介業参入（2019年10月）

・青森銀行とのATM利用手数料相互無料化（2020年7月）

・外為業務の見直しによる提携サービスへの移行（2020年8月）

第5次中期経営計画の振返り 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。

法人営業部門への積極的な人員シフト

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。

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

第6次中期経営計画におけるKPI

注力する取組み
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

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

・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

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

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 法人営業戦略②

■ 積極的な人員シフトによる金融仲介機能の一層の発揮 ■ 法人向けコンサルティング機能の強化

■ 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

880件 190件 90件

5,720億円
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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。

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

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

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。

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

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

✚ ➡

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

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

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

■ 「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

地域の皆さまのサービス向上と資産形成支援

中小企業の経営支援（2020年度 提携開始） 地域産品の販路拡大やビジネスマッチング支援

■ 地域経済の発展に向けたお客さまサービスの一層の向上および経営の生産性向上を図るため、各社との 
■ 連携を強化しております。

多様な
金融商品の紹介

外貨関連サービス
の提供

ATM利用手数料
相互無料提携 他

運転資金の調達サポート
　～オンライン型クラウドファクタリング

海外販路拡大支援に特化したサービス
　『SELAS（セーラス）』システムの提供

円滑な事業承継
M&A支援

法人企業とアルバイトの
マッチングアプリを提供

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 地域経済の発展に向けたアライアンス戦略
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コロナ禍での地域応援

オンライン商談会

＃オンライン青森夏まつり　＃オンライン青森冬景色

エコノミクス甲子園

＃みち銀エール飯プロジェクト

■ お客さまの健康安全を最優先に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組むとともに、影響を受けて 
■ いる地域の皆さまを応援しております。

海外展開を目指す青森県内のお客さまへの支援とし
て、青森県などと共催し、オンライン商談会・オン
ラインセミナーを実施しております。県内企業の販
路開拓・拡大を図るため、オンラインを活用しコロ
ナ収束後の現地
渡航による商談
会への有効な橋
渡しとなることを�
目指しております。

コロナ禍により青森
県内の祭りの中止が
相次ぐ中、青森県民
を元気づけ全国・海
外の方々に青森の
魅力（祭り・食材・
景色）を発信し、将
来の来訪につなげる
初のオンラインイベ
ント。その趣旨に賛
同し、金融機関とし
ては単独で夏・冬と
協賛いたしました。

青森県における高校生の金
融リテラシー向上を狙いと
し、第15回全国高校生金
融経済クイズ選手権「エコ
ノミクス甲子園」青森県大
会を主催いたしました。オ
ンライン開催となりました
が、青森県代表として、県
立青森高等学校のチーム
が全国大会へ出場し、健闘
いたしました。

コロナ禍の影響により厳
しい状況にある飲食店の
皆さまのお力になれれば
と、6月1日から7月31
日まで「＃みち銀エール
飯」プロジェクト（テイ
クアウト）を実施いたし
ました。本部職員の注
文個数は約1,400個と
なりました。各地区にお
いても積極的に地元飲
食店の皆さまを応援いた
しました。

デジタル戦略『ミチテクプロジェクト』

Web

あなたのスマホで、どこでもアクセス！

みちぎんアプリ誕生！

着せ替え
機能

住所変更など
Web手続き

家計簿
機能

Web
住所変更

2020年

6月

Web
定額自動振込受付

2020年

7月

Web
キャッシュカード再発行

2020年

10月

2020年

12月

2021年

2月

Web
普通預金口座

解約

2021年

1月

Web
通帳レス口座切替

「みちぎんアプリ」
誕生

※お申込み要件はそれぞれのページでご確認ください。

紙の通帳を発行しない預金口座

当行が考えるデジタル戦略への新しい取り組みとして 『M
ミ チ テ ク

ichi・Techプロジェクト』がスタートいたしました。
デジタルサービスの拡大を通じてお客さまの暮らしや生活を便利に変えていくプロジェクトです。

お客さまとみちのく銀行の新しいつながりを広げていく。
店頭でしか利用できなかった金融サービスをお客さまのすぐそばに、次々と。
暮らしや生活を便利に変えるだけでなく、心も豊かに「ミタサレ」「ミチテイク」。
みちのく、ミチテク。ミライへのプロジェクト。
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みちのく銀行グループSDGs宣言

みちのく銀行グループは、「お客さまと地域社会の幸福と発展」を実現すべく、
国連が採択したSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向け、

地域の社会的課題や環境問題の解決に積極的に取り組んでまいります。

SDGsと は、 持 続 可能な開発目標（Sustainable�
Development�Goals）のことで、2015年9月の国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030
年までの国際目標を指します。
「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、
経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り
組むことを目標としています。

「SDGs」とは？

SDGsの達成に向けた取組み

当行は、国連が採択したSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みを推進するため、「みちのく銀行
グループSDGs宣言」を次のとおり策定いたしました。
地域金融機関として、地域の社会的課題の解決や環境問題への積極的な取組みを通じ、SDGsの達成に貢献す
ることを果たすべき責任と捉え、当行の取組みに関する基本方針を「SDGsの達成に向けた取組方針」として表
明いたします。
今後もグループ一体となって地域社会の持続的な成長・発展に貢献してまいります。

地域に寄り添い、持続可能な社会づくりに積極的に取り組んでまいります。

取組方針 取組事例 対応するSDGs

1. 地域社会・地域経済の発展
地域課題の解決、

付加価値向上への取組み

地域商社「オプティムアグリ・みちのく」との連携

ESG型私募債の推進

法人向けコンサルティング機能の強化　⇒P6参照

各自治体との「地方創生に係る包括連携協定」の締結

2. 便利で豊かな暮らしの実現
金融リテラシー向上、

金融のデジタル化への取組み

通帳レス口座・みちぎんアプリ・IBの導入

みちぎんキッズスクール

エコノミクス甲子園

休日拠点を活用したセミナーの開催

3. 地域環境の保全
気候変動への対応、

環境保全、省エネへの取組み

再生可能エネルギーへの取組み

業務効率化による紙使用量の削減

カーボンオフセットに対応した通帳・証書の使用

4. 多様な人材の活躍推進
ダイバーシティの推進、
働き方改革への取組み

健康経営の推進

「テレワーク制度」「フレックスタイム勤務制度」の導入

女性のキャリア形成支援

価値創出プロジェクトの実施
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◦優待内容
郷土名産品を含む全国カタログギフト(約420品目)
◦贈呈基準

保有株式数 保有期間 優待内容
100株以上1,000株未満 1年以上継続※ 3,000円相当の商品

1,000株以上 1年以上継続※ 5,000円相当の商品
※保有期間1年以上継続とは、「基準日（3月31日）とその前年の3月31日および9月30日に、株主

名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が連続して記載、または記録されていること」と
いたします。

株主優待のご案内

株式の状況 （2021年3月31日現在）
▪ 発行済株式総数
　 ・普通株式 18,135,395株
　 ・A種優先株式 4,000,000株
▪ 株主総数
　 ・普通株式 27,654名
　 ・A種優先株式 1名
株式のご案内
▪ 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
▪ 定時株主総会 毎年6月に開催いたします。
▪ 定時株主総会
　 の基準日

毎年3月31日

▪ 配当の基準日
　 ・期末配当 3月31日
　 ・中間配当 9月30日
▪ 単元株式数 100株

2017年10月1日に単元株式数の変更
（1,000株から100株への変更）および
株式併合（10株を1株に併合）を行って
おります。

▪ 公告の方法 電子公告といたします。
なお、電子公告は当行のホームページ
に掲載しております。

▪ 株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

▪ 事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

▪ 郵便物送付
　 および電話
　 お問合せ先

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120-288-324（フリーダイヤル）

情報開示スケジュール
  6月 IR説明会開催・有価証券報告書提出・ミニディスクロージャー誌発行
  7月 ディスクロージャー誌発行・第1四半期決算発表
  8月 第1四半期報告書提出
11月 中間決算発表・第2四半期報告書提出

みちのく銀行ホームページ
https://www.michinokubank.co.jp

みちのく銀行SNS公式アカウント

株式の状況・株式のご案内 

会社概要

▪ 名称 株式会社 
▪ 設立 1921年（大正10年）10月27日
▪ 本店所在地 青森市勝田一丁目3番1号
▪ 資本金 369億86百万円
▪ 従業員数 1,355名

プロフィール （2021年3月31日現在）
▪ 店舗数 国内 ： 本支店 94

         （うち支店内支店 17、支店内出張所 2）
▪ 主要勘定 総預金残高   2兆1,464億円

貸出金残高   1兆7,212億円
有価証券残高   1,855億円
自己資本比率（連結／国内）   7.93%

facebook LINE YouTube

（2021年6月23日現在）


