


　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、「2020年3月期ミニ
ディスクロージャー誌／第48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り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、わが国の経済は、米中摩擦が一時中断するなかで輸出が持ち直し、
小売販売に底堅さも見られるなど、緩やかに景気の回復が続いておりました
が、2020年2月以降に本格化した新型コロナウイルスの感染拡大により、日
を追うごとに景況感が悪化しております。
　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も、消
費増税の影響で弱さが残るなか、基調としては緩やかな持ち直しの動きが続
いておりましたが、足もとでは新型コロナウイルスの影響から、下押し圧力
が強まっており、今後の動向次第では、今後更なる個人消費の減少や企業の
業況悪化など地域経済の悪化が懸念されます。
　こうした誰もが経験したことのない危機に対して、当行は全行一丸となっ
て、地域経済を支える金融機関としての使命をしっかりと果たし、影響を受
けている皆さまのご要望に、誠意を持って迅速かつきめ細やかに対応させて
いただきます。
　2020年3月期決算は赤字決算となり、皆さまにご心配をおかけいたしまし
たが、有価証券ポートフォリオの再構築により、安定した収益の確保が可能
となったほか、店舗統廃合を見越した固定資産の減損損失の前倒し処理を実
施したことにより、生産性向上に向けて、より踏み込んで対応できるように
なっております。
　今年度は第5次中期経営計画の最終年度にあたります。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」を着実に実践することで、地域の活性
化と当行の業績回復を実現してまいります。
　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発展
し続けられるよう誠心誠意努めてまいりますので、より一層のご支援、ご愛
顧を賜りますことを心よりお願い申し上げます。

2020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 ※ 総預金＝預金+譲渡性預金

2018/3

19,997

22,340
2,343

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

10,109

15,269

5,160

9,846

15,377

5,531

2018/3 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
2019年度の業績は、貸出金利息、有価証券利息配当金の減少
によるコア業務純益の減少に加え、与信費用の増加や有価証
券ポートフォリオの再構築に伴う損失の計上などにより、経
常損益は前期比45億円減少の32億円の損失、当期純損益は
前期比50億円減少の44億円の損失となりました。
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7.62％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。

2018/3 2019/3 2020/3

コア業務純益 5,994 3,615 1,882

経常利益 3,962 1,234 △3,273

当期純利益 2,619 634 △4,432

収益の状況（単体）　（百万円）

　企業理念は、「
たいしゅう

大衆と
とも

倶に
と

永
わ

久に
さか

栄えん」という創業の精神を礎に「家庭の銀行」を標榜する中で培っ
てきた当行の企業姿勢を継承しつつ、

い

現
ま

在求められていること、未来へ向かって取り組むべきことを明文化
することで、全役職員が今後の更なる発展へ向け、共通認識を持ち、歩んでいくための『

みちしるべ

道標』として策
定したものです。

目　次

p.  1  ごあいさつ

p.  3  第5次中期経営計画

p.  8  地域経済の発展に向けたアライアンス戦略

p.  9  活力にあふれる企業風土の醸成
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※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） （%）

8.35 7.98

2018/3 2019/3

7.62

2020/3
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ビジネスマッチング成約件数創業融資による雇用創出数 事業承継・M&A支援件数

1,309件

第5次中計3ヶ年累計(計画)
1,820件以上

1,649件

1,796名

第4次中計3ヶ年
累計(実績)

第5次中計3ヶ年累計(計画)
２,000名以上

1,344名

395件

第5次中計3ヶ年累計(計画)
500件以上

222件

2018年度～
2020年3月末

第4次中計3ヶ年
累計(実績)

2018年度～
2020年3月末

第4次中計3ヶ年
累計(実績)

2018年度～
2020年3月末

日々のお客さま訪問、「法人営業戦略ミーティング」を通じて、お客さまの事業に関する理解を深め、「営
業利益改善」につながるご提案を繰り返し、成長支援、経営改善支援等、金融仲介機能の更なる発揮に取
り組んでまいりました。2020年度は地区本部を設置し、地域ごとの特性に即した営業体制の強化や金融
サービスの拡充に努めてまいります。
第5次中期経営計画のKPIの状況

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
更なる法人営業拠点集約による
効率的な提案活動の実践
▶人員、ノウハウ等を集結した法人営業態勢を目指し、「地区本部

制」を設置することで更なる法人営業拠点の集約を進め、コン
サルティング態勢を強化

地区本部における戦略の立案・実行を
通じた現場力の強化
▶ブロック、エリア、営業店と連携し、担当地区の営業推進と人材

育成に取り組む
▶地区本部に経営改善の専門スタッフを配置し、経営改善支援活

動の取り組みの均等化を図るとともに、実効性を一層向上 法人ソリューションサービスの拡充

経営改善支援

ビジネスマッチング支援

人材紹介支援

事業承継・M&A支援

サービス営業体制
法人営業ビジネスモデル「営業利益改善支援活動」の強化

コンサルティングクオリティの追求 法人営業態勢

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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休日営業拠点数個人ローン残高 預かり資産残高
2021年3月末計画（第5次中計終期）
20拠点以上

7拠点
5,986
億円

2,652
億円

2018年3月末実績
（第5次中計始期）

2021年3月末計画（第5次中計終期）
5,900億円以上

5,160億円

10拠点

2021年3月末計画（第5次中計終期）
3,500億円以上

2,342億円

2020年3月末 2018年3月末実績
（第5次中計始期）

2020年3月末 2018年3月末実績
（第5次中計始期）

2020年3月末

経営改善支援先数

第4次中計終期
(実績)

第5次中計3ヶ年累計(計画)
500先以上

136先

402先

2018年度～
2020年3月末

お客さまのライフステージに応じたあらゆる金融ニーズをサポートし、一生涯・次世代までともに歩むベス
トパートナーになることを目指し、コンサルティング機能を一層充実させてまいります。
より多くのお客さまが利用しやすいよう営業体制の強化・商品性の改善に加え、お客さまへの訪問活動を
質・量ともに強化してまいります。

創業から事業再生まで一貫した支援体制の構築に取り組んでおりますが、2020年度は各地区本部に経営
改善支援に関して経験豊富な職員を複数名配置いたしました。本部やグループ会社などの専門チームによ
るサポート体制を一層強化し、専門性の高いコンサルティングを提供してまいります。

更なる個人営業課集約による
効率的な提案活動の実践
▶青森県内主要都市および函館地区

内の個人営業課を集約し、効率的
で生産性の高い営業活動を実践

窓口サービス課と個人営業課
の効率化に向けた取り組み
▶窓口事務の効率化を図り、創出し

た余力をお客さまへの訪問活動へ
振り向け、提案活動の強化を図る

お客さまのニーズに応じた
営業拠点等の拡充
▶休日営業拠点など、お客さまのニー

ズに応じた柔軟な営業時間の店舗・
拠点の拡充

▶SBIマネープラザとの共同店舗の運
営を開始。SBI証券の豊富なライン
ナップとサービスをご提供

LPC＊の拡充による
コンサルティング態勢の強化
▶各地区本部へ配置するとともに、人

員増加を図り体制強化を図る
＊LPC＝ライフプランニングコンサルタント：専門

知識と高度なスキルを備えた専門スタッフ

ライフプランの実現に向けた
コンサルティングの強化

各種ローンの商品性と
提案力の強化

非対面チャネルの利便性向上

法人や法人オーナーに対する
提案活動の強化  法人営業（ 個人営業 連携）

サービス営業体制
ライフプランの実現に向けたコンサルティング態勢の強化

地区本部との連携による経営改善支援の取組態勢

お客さま

第5次中期経営計画のKPIの状況 第5次中期経営計画のKPIの状況

新型コロナウイルス感染症に関する相談体制および対応内容について

相
談
体
制

■相談窓口等の設置
　　▶地区本部、営業店窓口（47ヶ店）
　　▶新型コロナウイルス関連サポートデスク（本部）
　　▶GW中の休日相談窓口の設置（7ヶ店）

　　▶全ての営業店窓口（84ヶ店）
　　▶ローンスクエア（7拠点）
　　▶GW中の休日相談窓口の設置（7ヶ店）

対
応
内
容

▶融資、返済条件の変更、資金繰り等に関する相談
▶制度融資、政府系金融機関の活用に関する相談
▶補助金・助成金の申請支援

▶経営改善支援
▶ビジネスマッチング支援
▶クラウドファンディング活用支援

事
業
性
融
資

個
人
ロ
ー
ン

営業店 グループ会社

【新設】地区本部 （経営改善の専門スタッフを配置）

①お客さまの経営改善　　　②経営者保証ガイドラインの適用

③新たな事業展開のサポート（成長支援）

コンサルティングクオリティの追求コンサルティングクオリティの追求 個人営業態勢法人営業態勢
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お客さまのサービス向上・地域貢献に向けて
●ATM利用手数料相互無料提携
・他行利用手数料を無料化
●本業支援のための商談会等の共同開催
●地域イベントの共同運営・協賛
・地域振興のためのイベントなど

中小企業の
経営支援
採用に関する課題等を抱えるお客さま
のニーズに応えると共に中小企業の
継続的な成長を支援し、地域経済の活
性化を目指します。
●人材紹介に関する業務提携
・ヒューレックス株式会社

地場産業の
活性化
スマート農業の推進により農業収益
の向上・稼げる農業の実現に向けて取
り組んでいます。
2019年1月には地域商社「株式会社
オプティムアグリ・みちのく」を設立
し、連携農家に対して付加価値創造を
図ってまいります。

●金融×農業×IT戦略的包括提携

地域の皆さまの
資産形成支援
お客さまの幅広いニーズに柔軟に対
応でき、より質の高い金融サービスの
提供が可能となります。

●顧客紹介に係る業務提携

・パーソルキャリア株式会社
・株式会社SBI証券

経営の生産性向上に向けて
●預金業務における共同調製
●バックオフィス業務の共同化

青森銀行との包括的連携の検討開始

・株式会社オプティム

・SMBC日興証券株式会社

・住信SBIネット銀行株式会社

従来型店舗の統合、業務の集約・効率化やアライアンスの強化を通じた業務量の削減を図り、第5次中期
経営計画終期（2021年3月）の計画は1年前倒しで達成に目処がつき、経費に関しては既に計画より10
億円程度少なく推移しております。今後についても、更なる生産性の向上に努めてまいります。
店舗配置や人員配置の効率化を図るなかにおいても、法人・個人営業部門の人員配置は現状程度を維持
するとともに、地区本部を軸とした拠点の集約等を通じて営業活動の効率化と提案力の強化を図ってまい
ります。

不断の改革推進による生産性向上の追求

（2021年3月期までの見通し）

（2020年3月期実績）

2021/3期
第5次中計終期見通し

従来型店舗数 75拠点程度

人員数 1,950名程度

経費 200億円程度

2018/3期
第5次中計始期実績

2021/3期
第5次中計終期計画

2020/3期 
実績

従来型店舗数 94拠点 80拠点 84拠点

人員数 2,174名 2,000名 2,027名

経費 227億円 219億円 209億円

第5次中計の計画は1年前
倒しで達成に目処がつく

第5次中計の計画以上の生産性向上へ取り組む

第5次中計の計画は既に達成
（計画比10億円削減）

第5次中計比20億円程度の経費の削減を目指す

地域経済の発展に向けたアライアンス戦略

7 Michinoku Bank
MINI DISCLOSURE2020 8



活力にあふれる企業風土の醸成 「活気ある職場づくり」を主要テーマとした
４つの新施策を導入多様な人財の活躍による組織の活力向上を目指しています。

金融サービスの環境変化のスピードへの対応や異業種への参入等が目まぐるしく進展している昨今、組織の活性化を図るためには
多様で柔軟な働き方の仕組みを構築することが必要と考え、４つの新施策を導入しております。
今後もより一層地域のお客さまへ最良のサービスを提供していけるよう、全役職員がよりフラットで活発にコミュニケーションを取り
合えるような関係性を築き合い、職員一人ひとりの個性・強み・創造力を存分に発揮できる組織風土の醸成を図ってまいります。

◆   嘱託職員から正職員への転換を推進、およびワーク・ライフ･
バランスの充実に資する施策を展開しています。

正職員比率の向上

◆   2０１９年４月より、メンター制度の導入、女性職員の法人営業部
門への積極配置を進めており、キャリア形成を後押ししています。

女性管理職比率の向上

62%
2018/4

67%
2020/4

24%
2018/4

27%
2020/4

◆フレックスタイム勤務制度の
　導入

◆ドレスコードの見直し
 ～服装の一部自由化～

◆さん付け呼称運動
～行内の役職呼称廃止～

◆テレワーク制度の導入

2020年4月
開始

2020年4月
開始

2020年6月
開始

2020年7月
導入予定

◆   子育て中の女性の働き方に対する理解を深め、男性が育児に
参画しやすい職場環境を目指しています。

男性の育休取得促進

23%
2018/3

73%
2020/3

◆   障がい者の職域の拡大や雇用の定着を目的に立ち上げた、
チーム「Pastel（パステル）」が活躍しています。

障がい者雇用率の向上

2.9%
2020/4

若手職員を中心に、公募によ
り新たなビジネスを企画し、
優れた企画の事業化を検討
します。職員が将来のビジネ
スの種を見出し、自らが実現
に向けて行動する場となって
います。

「価値創出プロジェクト」の開始 ダブルジョブ制度の導入

所属する部署以外の業務やプロジェクトに携わることができる
兼業制度を本部で試行導入しています。

　◆職員のスキルアップと能力開発

　◆効率的な人員配置と働き方の実践

　◆組織間の円滑なコミュニケーション

・  個々人のライフスタイルに合わ
せた柔軟な働き方の実現

・  業務効率（生産性）の向上

  効率的な時間配分が可能となり、
自己研鑽、仕事と育児や介護の
両立を目指します。

・ダイバーシティの推進
・コミュニケーションの向上
・ワーク・ライフ・バランスの充実

  服装の多様化により、個性を尊
重し、柔軟な発想が生まれやす
い職場環境をつくります。

・  役職に関わらず自由に意見交換できる
組織風土の醸成

・  相互に尊重し合う職場環境の構築

  役職員同士が相手の立場や想いを尊
重しながら自己主張やコミュニケーショ
ンが取りやすい雰囲気をつくります。

・業務効率（生産性）の向上
・多様性ある働き方の実現
・ゆとりある健康的生活の実現

  働き方の選択肢を増やし、労働
生産性の向上や、ワーク・ライ
フ・バランスの促進を図ります。

目的目的

目的

目的

活気ある職場
業務スタイルの見直し

フラットな組織風土

コミュニケーションの活性化

内容内容

内容
内容
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①交流会カードコーナー
※「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

①②各コーナーを見て、気になる人や話してみたい人がいたらスタッフが呼び出しをします。
　　つながりたい人とつながれる仕組みです。
③　お持ちいただいたチラシをビニール袋にまとめて、参加者全員に配布することができます。
④　会の運営を手伝っていただきます。出会いのコンシェルジュ役でもあります。
⑤　投票所のお手伝いをしていただくお礼として、1分間のPRタイムを差し上げています。
⑥　たっぷり55分間の交流タイムを設けています。カジュアルで自由に参加者同士の交流ができます。
⑦　交流会中には飲食物の用意をしておりません。
　　当日意気投合したメンバーと街に繰り出し、地元の飲食店に貢献してもらう仕組みです。

⑤投票所

②参加者名刺コーナー

⑥交流タイム・投票タイム

③チラシの配布

⑦アフター交流会

④応援し隊

⑧参加者の皆さま

～夢を乗せて、
　ドローンとともに大空へ～

地域クラウド交流会
2018年度より「地域クラウド交流会」を創業支援に関する新たな取り組みとして開始いたしました。
本イベントは、「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、地域の起業気運を高めることを目的としています。

（※）事業計画のサポート
当行では創業相談の際、事業計画策定の段階から
創業後までお客さまをサポートしております。当
社に対しては、以下のような支援を行いました。

「地域クラウド交流会」ではメインアトラクションとして、毎回5名の起業
家による事業プレゼンが行われます。本特集では2020年2月に行われた

「第1回弘前地域クラウド交流会」にて見事優勝に輝いた岩木山ラジコン
空港株式会社（黒石市） 代表取締役の太田德次様をご紹介いたします。

Point1　収益に対する考え方を共有
事業経営の見直しをサポート

Point2　営業店全員で創業者を支援
黒石支店主催の納涼パーティで、太田社長に
事業の取り組みを紹介していただいたところ、
地元の新聞に掲載されるなど注目が集まり、
結果的に商品の売上げ拡大につながりました。

Point3　定期的な面談と業況把握
お客さまへの情報提供や、アフターフォロー
を継続して行います。

■地域クラウド交流会の仕組み ■開催実績
開催日 名称 参加者数

2018/10 第1回青森地域クラウド交流会 175名

2019/02 第2回青森地域クラウド交流会 126名

2019/07 第3回青森地域クラウド交流会 159名

2019/10 第1回八戸地域クラウド交流会 190名

2020/02 第1回弘前地域クラウド交流会 145名

＜黒石に産業と雇用を＞という社長
の真面目さと地域愛に惹かれ、とにか
く応援したいと思いました。時には関
係者を巻き込んで計画の練り直しを

することも。引き続きお客さまのお話を伺い、問題
点を探り対応していくことで、お手伝いができれ
ばと考えています。一緒に頑張っていきたいです。

黒石支店の皆さんには今もお世話になっ
ています。創業に始まり、事業計画を変更
する時も色々とアドバイスをしてもらい、
本当に感謝しています。新聞に掲載され、
他県からも問い合わせがあるなど、反響に
驚いているんですよ。いわゆるシニア創業
ですが、やる気は若い人に負けません！

岩木山ラジコン空港株式会社　太田 德次　様 黒石支店 代理　葛西 隆人

　幼い頃からラジコン等のドローンや機械が大好きで、仕事の傍らインス
トラクターとしてドローンの操縦指導を行っていた太田社長。定年退職後、
長年の夢だった、＜ドローンを用いたビジネス＞を計画し、当行に相談

（※）、創業に至る。自社製作の空撮用・農業用ドローンを販売するほか、操
縦技術普及のためのドローンスクールを事業として行っています。
　「近年、ドローンへの関心が高まっており、普及が進んでいます。今こそ
自分の特技で社会貢献できるチャンス」と 
太田社長は創業を決意しました。
　地域クラウド交流会では参加者から「スマート
農業で活用したい！」「ドローンスクールに通って
みたい！」等と多くの共感と票が寄せられました。
　太田社長の夢は、ドローンとともに、着実に
大空へと飛び立っていくことでしょう。

特　集

太田社長（左）と専務の太田浩一郎様

「令和元年度 地方創生に資する金融機関等の 『特徴的な取組事例』」に選定され、内閣府特命担当大臣より表彰を受けました
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地域とともに持続可能な成長を目指して

●再生可能エネルギー分野への金融支援……
◦再生可能エネルギーへの取り組み
固定価格買取制度（FIT）や、2030年エネルギーミックスを目
指した動きがあるなか、高いポテンシャルを持つ当行営業エ
リアにおいて再生可能エネルギーは非常に身近となっており
ます。
再生可能エネルギーは「売電代金」「税収（固定資産税）」「設置
やメンテナンスで産業や雇用が創出される」といった点にお
いて地方創生への貢献が大きい事業として、当行は取り組ん
でまいります。
◦各種団体との連携強化
再生可能エネルギーの普及促進事業化を意図し、弘前大学地
域戦略研究所や、環境省の外郭団体であるグリーンファイナ
ンス推進機構と協定を締結しております。当行は情報の蓄積
を行った上で今後も積極的に対応してまいります。

●デジタル化、業務効率化による紙使用量の削減……………………………………

●地域企業に対するESG経営の普及……
◦ESG型私募債の推進
ESG経営（環境保全、社会的な課題の解決、企業統治・コンプライアンス等）に積極的に取り組んでいる企業を対象に、社債発行時の手
数料の一部を引き下げするなど、地域企業のESG経営の普及を推進しています。

●ダイバーシティの推進…………
◦活気ある職場づくりに向けた4つの新施策を導入 → 10ページ
◦ダイバーシティ推進室
2020年4月より、ダイバーシティ推進室を人事総務部内に移設いたしました。推進の仕組みづくりを担う当室を移設することで、よ
り一層連携を強化し、人財育成、意識および風土の改革、多様な人財が活躍できる柔軟な働き方を実践してまいります。

●金融経済教育支援……………………………
◦みちぎんキッズスクール親子見学会
小学生を対象に、お金の大切さや使い方、キャッシュレス体験など、金融経済知識の普
及を目的とした親子見学会を開催しています。
◦エコノミクス甲子園

「第14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2020年2月
に開催され、当行主催の青森大会を勝ち抜いた弘前高校のチームを全面的にサポート
いたしました。

●文化芸術・スポーツ振興………………………
◦合唱部の活動を通じた文化芸術振興
みちのく銀行男声合唱団は今年度、全日本合唱コンクール全国大会に出場し、「室内合
唱の部」で銀賞を獲得しました。その功績が称えられ2019年度青森市文化・スポーツ賞

「文化奨励賞」を受賞しました。地域の文化芸術を盛り上げるための活動を継続してま
いります。
◦＜みちぎん＞ねぶた・ねぷたビズ
地域の祭りを盛り上げ、地域の活性化に貢献してまいります。

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？

環　境 社　会
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詳しくは当行ホームページ
（https://www.michinokubank.co.jp/about/csr/
csr/index.html）をご覧ください。

（QRコードからもご覧いただけます）

〇女性支店長のキャリア形成支援に向けた「メンター制度」の導入
〇女性職員のキャリア形成支援　～法人営業部門への積極配置～
〇仕事と介護の両立支援に向けた取り組み
〇男性職員の育休取得推進（育児参画促進）に向けた取り組み

これまでの主な施策

●取締役会の更なる実効性向上
取締役会のメンバーは社内取締役4名、社外取締役5名の計9名
としております。社外取締役を過半数としたことにより、自由
で活発な議論が展開され、一層充実した取締役会が執り行われ
ております。また、業務執行取締役2名に対して、その執行状況
を監督する非業務執行取締役3名と監査等委員4名の構成とし
ており、極めて高い透明性が確保されております。

　企業統治　　

社内取締役

4名 5名

代表取締役頭取 取締役会長

取締役

取締役 取締役

取締役 取締役 取締役 監査等
委員代表取締役専務

業務執行取締役

社外取締役
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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 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 （2020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 26,283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 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

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 1,358名

プロフィール （2020年3月31日現在）
▪ 店舗数 国内 ： 本支店 94

         （うち支店内支店 9、支店内出張所 1、出張所 1）
海外 ： 駐在員事務所 1〈上海〉

▪ 主要勘定 総預金残高   2兆199億円
貸出金残高   1兆6,799億円
有価証券残高   1,667億円
自己資本比率（連結／国内）   7.62%




