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抱える課題、働き手不足や後継者不在、また、商取引における仕入先や販
売先の減少などが顕在化しており、地域の人や企業が改善・解決を求めて
いる様々な事象に対して、金融機関として最適解を提示することが求めら
れております。
　加えて、金融業界では、低金利環境の長期化に伴う収益低下やFinTech
企業の台頭による競争激化、多様化する各種リスクに対する管理強化など
の対処も必要となっております。
　そのような経営環境を認識したうえで策定したのが、2018年度からス
タートして2年目となっている第5次中期経営計画（2018年4月～2021年
3月）であり、三つの主要戦略「コンサルティングクオリティの追求」、「職
員の幸福と活力向上の追求」、「不断の改革推進による生産性向上の追求」
では、事業を営むお客さまの利益向上に向けた提案や個人のお客さまの資
産形成の支援、地域における健康に対する意識の向上やワークライフバラ
ンスの実現、そして当行の収益力強化などに向けた各種施策を掲げており、
これらを着実に実践することで、地域の活性化を実現してまいります。
　2019年度は、「令和」という新しい時代を迎えました。当行は、これ
からもお客さまの想いに寄り添い、私たちのふるさとがこの新しい元号と
ともに発展し続けられるよう全役職員一丸となり誠心誠意努めてまいりま
すので、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げ
ます。

2019年6月

　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、「2019年3月期ミ
ニディスクロージャー誌／第47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、地域の見どころ
（三八上北地区）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、わが国の経済は、米国と中国の貿易摩擦に伴う中国を中心とした
海外経済の減速により、近年は増加基調であった企業の合理化・省力化投
資などの設備投資が小幅に減少しております。これらの景気の不透明感か
ら個人消費も一時的に停滞しているものの、底堅い内需が景気を下支えす
るものと思われます。
　当行の主要営業地域である青森県および函館地区における地域経済にお
いては、設備投資は横ばい推移しており、個人消費は弱めの動きが一部で
みられるものの回復基調は維持されております。函館地区の観光は北海道
胆振東部地震の影響を受けましたが観光客数は徐々に回復しつつあります。
青森県はインバウンドを含めた観光や農林水産関係が好調を維持するなど、
全体としては緩やかに回復しております。
　持続可能な地域社会の実現に向けて当行が取り組むべき課題は、地域が
抱える問題に対する解決策の創出だと捉えております。人口減少に起因す
る少子高齢化や経済規模の縮小という構造的な問題により、医療や介護が
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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 ※ 総預金＝預金+譲渡性預金

2018/32017/3

19,649

21,903
2,254

19,997

22,340
2,343

2019/3

20,064

22,582
2,518

貸出金残高（単体） （億円）

■ 一般貸出　■ 個人ローン

10,087

14,843

4,756

10,109

15,269

5,160

9,846

15,377

5,531

2018/32017/3 2019/3

自己資本比率（連結／国内基準） （%）

8.50 8.35 7.98

2018/32017/3 2019/3

業績ハイライト

2018年度の業績につきましては、長引く低金利環境の影響
などによりコア業務純益が前年同期比23億円減少の36億円
となりました。一方、総預金と預かり資産の合計、および貸出
金は、順調に増加しております。
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7.98％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。

2017/3 2018/3 2019/3

コア業務純益 5,401 5,994 3,615

経常利益 4,964 3,962 1,234

当期純利益 3,578 2,619 634

収益の状況（単体）　（百万円）
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2019年3月、「木村秋則　自然栽培米酒倶楽部」の閉講式が行われ
ました。2018年4月に開講以降、6月・7月・10月・11月の合計7回の
日程で開催し、塾生（21名）は化学肥料・農薬を使わない自然栽培法
による「米」の栽培方法を実地研修と座学を交え受講いたしました。
また、これまで南部町で5年、黒石市で2年開催し、7年間で塾生は
総勢339名となりました。

ローンスクエア麻
あ さ ぶ

生　オープン店舗建替・統合

2019年3月、札幌市に土日祝日も営業する「ローンスクエア麻生」
を開設いたしました。本ローンスクエアの開設により、札幌市内で
は3店舗体制（札幌支店、ローンスクエア南郷、ローンスクエア麻
生）となりました。ローンに精通した専門スタッフが、お客さまの
住宅資金に関するご相談や個人向けローンに関するさまざまな
ニーズに対するご提案をさせていただいております。

2019年3月に南部支店（併設店：三戸支店）を建替・移転いたしま
した。
また、2019年7月には、「天間林支店」と「七戸支店」を統合し、両
支店の中間地点に店舗を建替・移転いたします。
今後も店舗の統合を積極的に進めることにより経営資源を集約
して経営の効率化を図るとともに、お客さまの利便性の維持・向
上に努めてまいります。

2018年12月、中小企業の事業承継の選択肢の一つであるM&A
（第三者への承継）に精通した人材の養成を図ることを目的とした
「M&Aシニアエキスパート」資格に、今般新たに5名が認定され、本
資格保有者は8名となりました。※本部：5名、営業店：3名（青森市、
八戸市、函館市、各1名）
当行では、本資格取得に
よって培われた専門知識、
ノウハウの活用により、事
業者の皆さまの友好的な
M&Aを積極的にサポー
トしていくことで、地域経
済の発展に寄与してまい
ります。

「M&Aシニアエキスパート」の認定「木村秋則　自然栽培米
こめさけ

酒倶楽部」閉講式

みちぎんトピックス
Exciting Innovation

【第5次中期経営計画】 （2018年4月～2021年3月）

　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 の実現に向けた3つの

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation を展開しております。
　お客さま、地域のために一層貢献できる｢ Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

コンサルティングクオリティ｣を追求するとともに、業
務の徹底的な効率化を通じた｢

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

不断の改革推進による生産性向上」に取り組み、人員を中心に、コン
サルティング業務へ 大胆な経営資源のシフト を行っております。
　また、｢

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

職員の幸福と活力向上｣においては、職員が仕事へのやりがいを多く感じられる職場づく

り、チャレンジを後押しする風土の醸成などに取り組んでおります。

大胆な
経営資源の
シフト

Innovation 1Innovation 1 コンサルティングクオリティの追求

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3 不断の改革推進による生産性向上の追求

ＥＳＧへの取組み強化／グループ総合力の向上／強靭な財務基盤の構築ＥＳＧへの取組み強化／グループ総合力の向上／強靭な財務基盤の構築

■ 創業から事業再生まで一貫した支援体制の構築

■ ライフプランの実現に向けたコンサルティングの実践

■ 地域のポテンシャルを引き出すソリューションの提供

■ 活力にあふれる企業風土・職場環境の実現
■ ダイバーシティの一層の推進
■ キャリアチャレンジ制度の拡充

■ デジタル技術の活用による業務の効率化
■ 店舗の統廃合

職員の幸福と活力向上の追求

南部支店　新店舗

地域創生部経営コンサルティング室
事業承継M&A推進グループ

地域の豊かさを引き出すベストパートナー目指すべき姿
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海外ビジネスサポート

ビジネスサポート（創業支援）

外部との連携

地元自治体との連携

株式会社オプティムとの「金融×農業×IT 戦略的包括提携」に基づく、地域商社「株式会社オプティムアグリ・
みちのく」の設立〜2019年1月〜

「三戸町移住定住促進等に関する連携協定」の締結〜2018年12月〜

当行は、株式会社オプティムと地域商社「株式会社オプティムアグリ・みちのく（以下、地域商社）」を設立しました。今回設立した地域
商社は、当行と株式会社オプティムが2018年1月11日付で締結した「金融×農業×IT戦略的包括提携」の第2弾の取組みとして、「ス
マート農業アライアンス」をベースとした合弁会社です。地域商社では、同アライアンスに基づき青森県内の連携農家に対して同社
の「スマート農業ソリューション」を無償提供し、作業負担の軽減と効率化によるコストダウンと減農薬による付加価値創造を図ると
ともに、連携農家が生産した減農薬作物を全
量買い取り、首都圏および海外へ販売する予
定となっております。
当行では、地域商社を通じて生産・販売の両面
から青森県の基幹産業である第1次産業を
“稼げる農業”にすべく「スマート農業」を積極
的に推進してまいります。

2018年12月、三戸町との間で移住定住促進等に関する連携協定を締結いたしました。このよう
な連携は、相互に定住促進等に関する取組みを行うことにより、住民が安全で安心して暮らせる
まちづくりの促進および地域経済の活性化に資することを目的としております。

当行ならびに地域の地元金融機関が地方創生の各分野において相互に協力・連携し、地域活力の増
進と地域経済の発展に寄与することを目的として、自治体単位での連携協定を締結しております。

地域クラウド交流会〜2018年10月・2019年2月〜

「板柳町健康推進に関する連携協定」の締結〜2019年3月〜

近年、海外展開に積極的に取り組むお客さまが増加しているなか、その過程で必要となる支援ニーズに対応するため、現地の事業者や
金融機関との業務提携ネットワークを構築しているほか、現地視察ミッションや各種イベント・セミナーを開催しております。

2018年10月に、東北地方で初となる「第1回青森地域クラウド交流会」を開催し、総勢175名の方々にご参加いただきました。また、
2019年2月には、2回目となる交流会を開催し、前回に引き続き126名と多くの参加者の皆さまが集う場となりました。
地域クラウド交流会は、2015年から全国各地で開催されている交流型のイベントで、「つながる。広がる。うまれる。」をコンセプトに
起業を目指す方の知識向上、ビジネスマッチングや人的ネットワークづくりの機会を提供することで、地域の起業機運を高めること
を目的としております。これからも積極的に創業・起業支援を行うことで、地域経済の発展ならびに地方創生に寄与してまいります。

2019年3月、板柳町との間で健康推進に関する連携協定を締結いたしました。このような連携は、
相互に地域の健康づくりに対する意識の高揚と実践を促すことを目的として、働き盛り世代の健
康づくりの推進に資することを目的としております。

食品輸出商談会in香港 中国視察ミッションUmai!!AomoriFoodFair2018（シンガポール）

第1回青森地域クラウド交流会

※「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。

第2回青森地域クラウド交流会 第2回青森地域クラウド交流会

減農薬の安心・安全なお米スマート米

地域活性化に向けた取組み
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認定NPO法人金融知力普及協会が主催する高校生対象
の「第13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』全国大会」が、2019年2月に開催されました。
青森県からは、当行が2018年12月に主催した青森大会（16チーム31名参加）を突破した弘前高校のチームが出場し、日本全国から集
まった強豪チームを相手に健闘をしてくれました。

みちのく・ふるさと貢献基金
当行が設立した「公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金」では、新しい青森県づ
くりを進めていくためには、『地域の資源、人材等を十分に活かし、価値を見出し拓
いていくことが必要である』との認識のもと、3つの助成事業（「地域振興」「教育・
福祉・環境」「育英奨学金」）により、地域の発展、地域に貢献する事業・活動を行って
いる青森県内の個人、団体、NPO法人および企業の皆さまを支援しております。

これまでの助成実績　（2019年4月末現在）
地域振興助成事業 42先 6,199万円
教育・福祉・環境助成事業 125先 6,223万円
育英奨学金助成事業 22名 4,188万円

金融経済教育活動
エコノミクス甲子園大会

文化・スポーツ振興
みちのく銀行カップ「第7回青森県ジュニアカー 
リング春季大会」の開催
当行は、カーリングの街を標榜する青森市に本店を構え、子ど
もの未来を応援する地域金融機関として、カーリングを通じた
地域貢献活動を継続しております。
2019年3月には、カーリング競技におけるジュニア育成・強化を目的に、青森県カーリング協会が主催、当行が特別協賛する「みちのく
銀行カップ『第7回青森県ジュニアカーリング春季大会』」をみちぎんドリームスタジアムにて開催いたしました。

「ダイバーシティ推進にかかる基本方針」の策定

女性のキャリア形成支援に向けた取組み

当行では、すべての職員が活き活きと働ける活力に溢れた企業風土の醸成およびワークライフバランスの充実に向け、「ダイバーシティ
推進にかかる基本方針」を策定しました。
当行は、継続的なダイバーシティ推進への取組みを通じて、より質の高い金融サービスを提供し、地域社会の発展に寄与するとともに、
地域のダイバーシティを牽引していくことを目指してまいります。

当行では、女性管理職の数値目標として2020年度末までに30％以上を目指すことを掲げており、一人ひとりが能力を最大限発揮し、
キャリアアップし続けられる環境づくりへ向けて取り組んでおります。
◦メンター制度の導入
2019年4月より女性支店長のキャリア形成支援として、メンター制度を導入いたしました。
育成対象者となるメンティ（女性支店長）が、豊富な知識と経験を有したメンター（役員）か
らキャリア形成上の課題解決などのサポートを受けることにより、前向きにキャリア開発
に取り組むことを支援いたします。また、メンター・メンティの組織横断的な連携・ネット
ワーク構築により組織風土の活性化を図ってまいります。
◦女性職員の職域拡大
2019年4月より女性職員の法人営業部門への積極配置を進めております。チャレンジ精神
旺盛で意欲のある女性を法人営業部門へ登用し、業務を習得していくことで、働きがいの醸
成およびキャリア形成の後押しを図るとともに、女性の感性を活かした提案活動の強化に
より、顧客満足度の向上を目指してまいります。

ダイバーシティ推進にかかる基本方針
みちのく銀行は、職員一人ひとりの個性や価値観を尊重し、多様な人財の活躍による組織活性化に向け、ダイバーシティ推進に取り組みます。
１．活力溢れる企業風土の醸成
すべての職員が、互いの個性や価値観の多様性を尊重しあい、一人ひとりが能力を最大限発揮し、成長し続ける、活力に溢れた企業風土の
醸成を目指します。

２．ワークライフバランスの充実
すべての職員が、あらゆるライフステージにおいて、仕事と生活の調和を実現し、充実感に満ち溢れ、働きがいを実感し続けられる職場づ
くりを目指します。

３．地域社会への貢献
ダイバーシティ推進に継続して取り組むことで、新たな発想や提案を生み出し、地域社会の幸福と発展の実現を目指します。

2015/42008/4

15.6%

2011/4

18.8%
22.6%

2019/4

25.0%

女性管理職の推移

活き活きと働ける職場づくり

CSRの取組み
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特　集

みちのく銀行の便利なサービス
簡単・便利なスマートフォンアプリ スマホ決済サービス

記帳いらずで明細情報をいつでも確認 みちのく銀行口座からチャージや決済が可能

簡単だから続く！家計簿アプリ

いつでもどこでもスマートフォンで簡単に銀行口座の残高や明細を確認できます。
みちのく銀行の実際の通帳デザインが登録されており、お好きなデザインをお選びいただくことができます。

登録した金融機関、クレジットカード等の利用明細を自動で分類し、家計簿を作成します。
また、レシートをスマホで撮影することで、内容が自動で反映されます。

○紙の通帳のようなヨコ
向き表示に対応

○見たい明細を検索で
絞り込める

○みちのく銀行以外の
口座・残高情報も一括
で確認できる

○金融機関のＷＥＢ明細を
まとめて自動管理

みちのく銀行
デジタル通帳

マネーフォワード
for みちのく銀行 詳しくは当行ホームページ

（https://www.michinokubank.co.jp/tsukau/）
をご覧ください。
（QRコードからもご覧いただけます）

加盟店でのスマホ決済に加え、コミュニケー
ションアプリ「LINE」の友だちへの送金や、友
だちとの割り勘、公共料金やショッピングの
請求書払いも可能です。

LINE Pay

チャージ不要で口座残高からのリアルタイム
決済が可能です。
また、「OrigamiPay」加盟店についても随時
募集しております。

Origami Pay

加盟店でのスマホ決済に加え、「J-CoinPay」
利用者同士での送金や、登録した口座への
出金が手数料無料でご利用いただけます。

J-Coin Pay

フリマアプリ「メルカリ」内での利用のほか、
全国の「メルペイ」「iD」加盟店でスマホ決済
が可能です。

メルペイ

全国の「楽天Edy」加盟店でスマホ決済が可能
です。おサイフケータイ対応機種でご利用
いただけます。

楽天Edy
アタリ

※1「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
※2「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
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掲載コーナー 主な取組み SDGs 掲載ページ

SDGsとは、持続可能な開発目標（SustainableDevelopmentGoals）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組むことを目標としています。

「SDGs」とは？

みちぎん
トピックス P4

特集

P7CSRの取組み

P5地域活性化に
向けた取組み

P5

P6

P6

P5

持続可能な地域社会

•再生可能エネルギー分野への
金融支援

•デジタル化・業務効率化による
紙使用量の削除

環  境
Environment

•地域企業に対するESG経営の
普及
•ダイバーシティの推進
•金融経済教育支援の継続
•文化芸術・スポーツ振興

社  会
Social

•コンプライアンスマインドの
醸成と浸透への取組み
•リターンを意識したリスク管理
体制の構築
•取締役会の更なる実効性向上

企 業 統 治
Governance

当行の取組みとSDGs

P8

P9-10

地域とともに持続可能な成長を目指して
みちのく銀行では、ステークホルダーの皆さま（お客さま、株主・投資家さま、地域社会・従業員）からの満足度
および地域信頼度の向上を目指し、地域に根ざしたCSR活動・ESGの取組みを推進することで、地域社会の一員と
して持続可能な社会づくりに取り組んでまいりました。
当行のこれまでのESG（環境・社会・ガバナンス）への取組みは、国際連合が提唱するSDGsの趣旨にも通じています。
当行は、これからも「地域の豊かさを引き出すベストパートナー」を目指し、持続可能な社会づくりに積極的に貢献
してまいります。

「木村秋則　自然栽培米酒倶楽部」閉講式

みちのく銀行の便利なサービス
　・簡単・便利なスマートフォンアプリ
　・スマホ決済サービス

地域商社「株式会社オプティムアグリ・
みちのく」の設立

「三戸町移住定住促進等に関する連携協定」
の締結

「ダイバーシティ推進にかかる基本方針」の策定、
女性のキャリア形成支援に向けた取組み

「板柳町健康推進に関する連携協定」の締結

エコノミクス甲子園大会

地域クラウド交流会

海外ビジネスサポート
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戦後より八戸や周辺町村の台所とし
て知られています。駅前に朝市が広がっているのは珍
しく、市営魚菜小売市場を中心にその周辺一帯に所狭
しと店舗が200～300店ある朝市会場になっています。
市営魚菜小売市場では、夜明け前からイカ、イワシ、カレイなどの新鮮な魚介
類や加工品が店頭に並びます。また、空き店舗スペースを改良した場所で、お
客さんが市場内で購入したものを、その場で食べることができます。ご飯1杯
100円、味噌汁100～200円で販売しています。八戸ならではの新鮮で美味し
い魚介類が安く手に入る湊の朝市の新たな魅力として定着しつつあります。

日本最大級との呼び声が高い八戸を代表す
る巨大朝市「館鼻岸壁朝市」。普段はどこに
でも見られる普通の岸壁に、日曜の朝にな
ると日の出と共に突如として現れます。
この朝市では、魚介や山菜などはもちろんのこと、「なぜ朝市で売られてい
るんだ？」と思わず聞いてしまいそうになるものまで、バラエティに富んだ
品を取り揃えております。また、「幼虫グミ」や「しおてば」などに代表される
朝市名物グルメも必食です！ 豊かな大地の恵みと暮らしの知恵から生まれた郷土の味

大自然の中で散策やキャンプを堪能

十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmの流れで、
豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万化の美しい流
れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出して
おり、四季折々の自
然美を堪能できます。
新緑は5月～6月、紅
葉は10月上旬に色づ
き始め、10月中旬～
下旬頃が見頃です。

蔦沼、鏡沼、月沼、ひょうたん沼、菅沼、長沼、赤沼（徒歩　
片道／2時間）。蔦沼の周辺は、十和田樹海と呼ばれる
ブナの原生林で囲ま
れ、自然を満喫でき
る散策路（沼めぐり
の小路・野鳥の小炉）
が整備されています。

七戸町の特産品であるにんにくを温度と湿度調整で長期間
発酵・熟成させて作った黒にんにくは、にんにく特有のにお

いが少なく、甘くフルーツ
感覚でそのまま食べること
ができます。栄養価・効能は
そのままで、ポリフェノー
ルが大量に含まれており胃
にもやさしく、健康食品と
して注目を浴びています。

戦後三沢米軍基地前の屋台で
生まれたといわれるバラ焼き。
それが十和田に伝わって好評
となり、市内で爆発的に広まり
ました。しょう油ベースの甘辛
いタレが子どもから年配の方ま
で広く愛され、十和田市民のソ
ウルフードとして定着し、今では十和田市内の80以上のお店でバラ焼き
を食べることができます。

日本で11番目、汽水湖では5番目の大き
さを誇る小川原湖。三沢市は小川原湖の
東に位置し、八甲田連峰に沈む夕日の美
しさがポイントとなっているが、朝日に
映える冠雪の八甲田連峰もまた美しい。
湖畔には湖水浴場がありオートキャン
プ場も整備されていることから、夏休み
には大勢の家族連れで賑わいます。

三陸復興国立公園（2013年5月24日指
定）である種差海岸のほぼ中央に位置す
る種差天然芝生地は、天然の芝生が波打
ち際まで敷き詰められた空間で実に開放
的。天然芝の北側に続く海岸探勝歩道
（約5.2km）は日本の遊歩道百選にも選ば
れており、松林の小道からは奇岩怪石の
絶景が望めます。4月～10月はキャンプ
場も開設されます。

奥入瀬渓流

蔦の七沼

黒にんにく 十和田バラ焼き

小川原湖

種差海岸

八戸三社大祭

十和田市現代美術館

およそ290年の歴史と
伝統を誇る八戸地方最
大のお祭りで、国指定
重要無形文化財にも指
定されています。
27台もの豪華絢爛な山車絵巻や、古式ゆかしい神輿行
列、虎舞などが見る人を魅了します。

十和田市現代美術館は「アートを通した新しい体験を提
供する開かれた施設」として、2008年4月に開館しました。
草間彌生、ロン・ミュエクなど世界で活躍する33組の
アーティストによる、ここでしか見ることができない作
品が展示されているほ
か、ギャラリースペー
スやカフェ、市民活動
スペースなど、多様な
機能を持つ美術館です。

チェ・ジョンファ《フラワー・ホース》、奈良美智《夜露
死苦ガール2012》、ポール・モリソン《オクリア》
撮影：小山田邦哉

食の宝庫！八戸の台所で朝食を 三八上北の文化・芸術

陸奥湊駅前朝市

館鼻岸壁朝市

出所：青森県観光情報サイト「アプティネット」

海の幸・山の幸に富み、豊かな自然を堪能できる。
～歴史と文化が残る三八上北～

三八上北
地 域 の 見 ど こ ろ
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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440品目)
◦贈呈基準

株主優待制度の変更に関するお知らせ
当行は、より多くの株主さまに当行株式を継続して長期的に保有、ご支
援いただくことを目的に2019年3月31日を基準とする株主優待制度
から、実施内容を変更いたしました。
◦株主優待制度の変更内容（下線は変更箇所）
変更後の株主優待内容
（1）2019年3月31日を基準とする株主優待内容

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

1,000株以上 半年以上継続※ 5,000円相当の商品
※保有期間半年以上継続とは、「2019年3月31日と2018年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。

（2）2020年3月31日以降を基準とする株主優待内容
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。

詳しくは、当行ホームページをご覧ください。

保有株式数
(2019年3月31日現在)

優待内容
(カタログより選択)

100株以上1,000株未満 3,000円相当の商品
1,000株以上 5,000円相当の商品

株主優待のご案内

株式の状況 （2019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 26,953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（東京）
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
12月 中間ミニディスクロージャー誌発行

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 1,331名
▪ 店舗数 国内：本支店94（うち支店内支店3、出張所2）

海外：駐在員事務所1〈上海〉

プロフィール （2019年3月31日現在）
▪ 主要勘定 総預金残高 2兆64億円

貸出金残高 1兆5,377億円
有価証券残高 2,308億円
自己資本比率（連結／国内） 7.98%


