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経営戦略

みちのく銀行の概要

■ 名称 － 株式会社みちのく銀⾏

■ 設⽴ － 1921年10月27日

■ 本店所在地 － ⻘森市勝⽥⼀丁目3番1号

■ 資本⾦ － 369億86百万円

■ 従業員数 － 1,331名

■ 店舗数 － 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）

■ 主要勘定末残（単体）

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

《2019年3月末現在》



2019年3月期 決算の概要
および 2020年3月期 業績予想



2019年3月期 決算ハイライト（単体）

（億円）

2019年3月期 前期比 計画比 2018年3月期

経常収益 322億円 △31億円 ＋15億円 354億円

経常利益 12億円 △27億円 △30億円 39億円

当期純利益 6億円 △19億円 △28億円 26億円
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2019年3月期 収益概要

2019年3月期 前期比 2018年3月期
資⾦利益 22,672 △3,687 26,359

貸出⾦利息 19,756 △463 20,220
有価証券利息配当⾦ 3,369 △3,360 6,729
預⾦利息（△） 566 △126 693

役務取引等利益 2,248 42 2,205
その他業務利益 962 794 167
経費（△） 22,267 △470 22,738

人件費 11,612 △28 11,640
物件費 9,299 △363 9,662
税⾦ 1,355 △79 1,434

コア業務純益 3,615 △2,379 5,994
有価証券関係損益 △1,249 1,059 △ 2,309

国債等債券関係損益 △2,478 887 △ 3,365
株式等損益 1,228 171 1,056

与信費用（△） 1,267 864 403
その他臨時損益 136 △543 680
経常利益 1,234 △2,727 3,962
特別損益 △160 174 △334
法人税等 440 △567 1,008
当期純利益 634 △1,985 2,619

残
⾼
増
加

利
回
低
下

（単位：百万円）

貸出金 2018/3期 2019/3期

平均残高 14,878 15,303 

前期比増減 545 424 

利回り（％） 1.35 1.29 

前期比増減 △ 0.08 △ 0.06

利息額 202 197 

前期比増減 △ 3 △ 4

【貸出⾦利息額の増減要因】

（単位：億円）
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15,377
13,296 14,035

14,843 15,269

（うち⻘森県
・函館地区）

事業性貸出

個人ローン

地公体等

（億円）

前期比
増減額

前期比
増減率

合計 242億円 ＋1.1%

うち個人預⾦ 預かり資産合計 279億円 ＋1.6%

うち法人等 △36億円 △0.7%

前期比
増減額

前期比
増減率

合計 108億円 ＋0.7%

うち地公体等 △253億円 △9.7%

うち個人ローン 371億円 ＋7.2%

うち事業性貸出 △12億円 △0.2%

うち⻘森県・函館地区 128億円 ＋2.7%

（億円）

22,58221,903 22,34021,391 21,487 （17,419）
（16,590） （16,687） （16,810） （17,140） ※ カッコ内は個人預⾦・預かり資産の合計

個人預⾦

預り資産

法人等

預金・預かり資産、貸出金残高の推移

預⾦・預かり資産残⾼の推移

貸出⾦残⾼の推移
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≪有価証券≫は内外債券投資を中心に残⾼減少

有価証券残高等の推移

有価証券残⾼の推移（平残・末残） 有価証券利回りの推移

有価証券評価損益の推移 有価証券損益の推移
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（億円）（億円）

（百万円） （百万円）

純資産（平残） 76,158 79,241 83,943 88,916 87,694

人件費 11,650 11,678 11,739 11,640 11,612
物件費 10,411 9,805 9,818 9,662 9,299
税⾦ 1,153 1,283 1,478 1,434 1,355

⾦融再⽣法開⽰債権

ＲＯＥ

⾃⼰資本⽐率（連結）

ＯＨＲ
（コア業務粗利益ベース）

各種指標の推移
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2020年3月期 業績予想（単体）

6

（単位：億円）

2019年3月期 2020年3月期 前期比

資⾦利益 226 219 △7

貸出⾦利息 197 195 △1

有価証券利息配当⾦ 33 26 △7

役務取引等利益 22 31 8

経費（△） 222 219 △2

コア業務純益 36 30 △5

有価証券関係損益 △12 3 15

与信費用（△） 12 11 0

経常利益 12 24 12

当期純利益 6 18 11



配当⾦の推移

2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3期
予定

普通株式1株あたり
年間配当⾦ 4円 4円 40円 40円 40円

中間配当 2円 2円 2円 20円 20円

期末配当 2円 2円 20円 20円 20円

1株あたり純資産額の推移

2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3期
予定

年間配当⾦（百万円） 572 650 719 719 －

当期純利益（百万円） 4,510 3,578 2,619 634 1,800

1株あたり当期純利益
（円） 29.81 223.29 137.25 23.74 90.04

1株あたり純資産額
（円） 415.38 3,901.26 3,960.91 3,743.83 －

※2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施して
おります。2018/3期の1株あたり年間配当⾦につきましては、株式併合後に
換算した⾦額（中間配当⾦20円と期末配当⾦20円を合わせた40円）を記載
しております。

配当⾦について

カタログギフトについて

※2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました
が、2018/3期の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、「1株あたり当期純利
益」及び「1株あたり純資産額」を算定しております。

株主還元

＜贈呈基準＞ 所 有 株 式 数 優 待 の 内 容

１００株以上 １，０００株未満 ３，０００円相当の商品（カタログより選択）

１，０００株以上 ５，０００円相当の商品（カタログより選択）

※2019年3月31日を基準とする場合、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必要があります。
2020年3月31日以降を基準とする場合、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
れている必要があります。

2019年3月31日現在で100株（1単元）以上ご所有の株主の皆さまに対して、株主贈答品として約440品目の中から選べる
「カタログギフト」を贈呈。
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経 営 戦 略

～ 地域の豊かさを引き出すベストパートナー ～



中期経営計画の進捗 （2018年4月～2021年3月）

項目 2018年3月期
実績

2019年3月期
実績

2021年3月期
計画

経常利益 39億円 12億円 50億円以上
当期純利益 26億円 6億円 40億円以上

非⾦利収益比率※ 7.6％ 8.6％ 12％以上
ＯＨＲ※ 79.1％ 86.0％ 75％程度
ＲＯＥ※ 2.9％ 0.7％ 5％程度

自己資本比率（連結） 8.3％ 7.9％ 8％程度
※コア業務粗利益対比

経営指標の
進 捗 状 況
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当行の営業基盤（青森・函館）を取り巻く環境

人口減少など地域が抱える課題は少なくありませんが、将来に繋がるプラスの要素が沢山あります。

【2031年 北海道新幹線 札幌延伸】

函館〜札幌間が約1時間、⻘森〜札幌間が約
2時間で結ばれます。
200万都市の経済⼒を⻘函地域に引き込む絶
好の機会であり、大きな経済効果が期待されま
す。
札幌、函館、⻘森に広く拠点網を持つ当⾏が果
たすべき役割は大きいと捉えています。

⻘森県の2017年の農業産出額は3年連続
3,000億円突破。全国8位。14年連続東北
1位。
農家1⼾あたりの農業産出額も増加傾向。

【⻘森県内の創業⽀援拠点を利⽤した創業者数と新規利⽤者数】
2018年度に⻘森県の創業⽀援拠点を活⽤した創業者数は126人で過去2
番目。3年連続で100人以上の高水準。
同拠点の新規利⽤者は551人で過去最高。

【⻘森県と函館市の外国⼈延べ宿泊者数】
2018年の⻘森県における外国人延べ宿泊者数の前年比伸び率は46%で全国
1位。
全国有数の観光地である函館市の宿泊者数は⻘森県の約1.5倍の規模です。

観 光観 光観 光 創 業創 業創 業

アグリアグリアグリ 交 通交 通交 通

新規就農者数は2008年の132
人から10年間で約2倍の277人
に増加。

【⻘森県の農業産出額
および農家1⼾あたりの農業産出額】 【⻘森県の新規就農者数】

創業者数

新規利用者数
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地域活性化に向けた取組み

創業・起業支援

アグリビジネス支援
地域商社「株式会社オプティムアグリ・みちのく」の設⽴

「創業支援室」の新設、地域クラウド交流会の継続開催

⻘森県の基幹産業である農業分野において、ＡＩやＩoＴ
を活用した「スマート農業」を導入することによる⾼付
加価値化・効率化に取り組んでいます。

2018年4月に新設した「創業支援室」が中心となり、創業とこれ
に伴う雇用の創出に取り組んでいます。
また、地域における創業・起業の機運を⾼める取組みとして、
2018年10月と2019年2月に⻘森市でイベントを開催。今後、県
内各地で開催を計画しています。

観光振興支援
浅虫温泉活性化に向けた取組み

海と山に囲まれた風光明媚な温泉街である浅虫温泉に賑
わいを取り戻すため、さまざまなイベントの開催や名産
品開発を支援しています。

※ 各 年 度 、 単 年 度 実 績 。た だ し、 20 1 7年 度は 創 業後 1年
以 内 、 2 0 1 8 年度 は 同5 年以 内 を対 象 。

＜創業支援件数と雇用創出数＞

2018年3月期 2019年3月期

創業支援件数 105件 249件

雇用創出数 249名 942名

クラウドファンディング
地域の人々の夢や想いを形にする支援

クラウドファンディングは、イン
ターネットを通じて広く支援を募
り、資⾦調達をすることが可能で
す。当⾏では、ご相談いただいた
プロジェクトが実現できるように
仲介サービスを⾏っています。現
在は、地元の伝統文化である「弘
前ねぷたまつり」を後世に残した

いというプロジェクトが支援者を募集しています。⾦融支援の多
様化は、世の中に出にくかったアイディアや意欲が、文化の承継
や事業の創出に繋がる可能性を⾼めています。
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当⾏の法人営業活動のベースは、各エリア、営業店の戦略ミー
ティングにおいて、お客さまの事業への理解を深め（事業性評
価）、本業支援を⾏っていくことです。

戦略ミーティング等を通じて認識したお客さまの
ライフステージに応じた課題などについて、単な
る⾦融仲介にとどまらず、コンサルティング機能
を発揮し、さまざまな解決策をご提案し、お客さ
まの事業の発展に尽くしてまいります。

戦略ミーティング 経営コンサルティング室の新設（地域創⽣部内）

ライフステージに応じた課題解決

＜経営コンサルティング室＞

法人営業活動

お客さまの課題解決を実現するため、2019年4月、⾼い専門性を
備えた経営コンサルティング室を新設しました。

アグリビジネス・再生エネルギー 成長予備軍への金融仲介

医療・介護ビジネス 低迷～再生期の支援

潜在ニーズの掘り起し 高度な金融サービスの提供

地域の士業との連携 大型の資金調達の支援

成長産業支援

事業承継 ・ M&A

ミドルリスク支援

シンジケートローン、
プロジェクトファイナンス

×

ライフステージ 創業期・第二創業 成長期 成熟・安定期 低迷～衰退・再生期

・創業に向けた多くの課題 ・取引先の拡大 ・新たな人材の確保 ・事業の再生

・創業者同士の連携 ・新商品の開発・業容拡大 ・新事業展開 ・事業の承継

・地域クラウド交流会 ・ビジネスマッチング ・人材紹介支援 ・事業承継・M＆A

・創業者向け支援メニュー ・海外ビジネス支援 ・ビジネスマッチング ・再生計画の再生支援

・創業後のアフターフォロー ・支援・連携機関の紹介 ・海外ビジネス支援

・支援・連携機関の紹介

課　題

解決策
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法人営業活動

事業性貸出先数

積極的な営業推進・訪問活動を展開してきた
成果として、事業性貸出先数は堅調に伸びて
います。

地域経済の発展に不可⽋な中⼩企業の支援に向
けた取組みの結果が、貸出残⾼の増加として表
れています。

法人役務収益

各種コンサルティングに対するニーズは年々⾼
まっており、役務収益の柱として重要な位置付
けとなっています。

12

中小企業貸出残⾼（東京除き）

事業承継・Ｍ＆Ａ 支援実績

事業承継・Ｍ＆Ａの専門機関へトレーニーとして派遣
した担当者を専担者として３名配置したほか、外部専
門家６社と業務提携を⾏い、相談・支援体制を充実し
ています。

人材紹介 実績

今後、激化すると想定される企業の人材確保を継
続して支援するため、人材紹介会社との連携を強
化した提案活動を展開しています。



個人向けコンサルティング

７名11店舗

資 産 形 成 期 資 産 運 用 期 資 産 承 継 期

⻑期的な資産形成に向けて
iDeCo NISA つみたて投信 平準払保険

ライフプランに応じて
住宅ローン 各種ローン 投資信託 ⼀時払保険 保険⾒直し

相続・贈与を⾒据えて
遺言信託 保険の活用 年⾦相談

一⽣涯ともに歩むパートナーを目指して

休日営業拠点を活用した資産形成支援への取組み

確定
拠出年⾦ 相 続資産運用

各種
ローン

ライフ
プランニング

エブリデイプラザの役割

エブリデイプラザ（２店舗） ローンスクエア（７店舗）

【夜間セミナー】
iDeCoセミナー（8回開催）

【休日セミナー】
・人生100年時代セミナー
・⼥性のためのマネーセミナー

夜間セミナー・休日セミナーの実施
（2018年度）

個人営業活動

●「住宅ローンセンター」
⇒「ローンスクエア」に名称変更
住宅ローンに加え、全てのローン商品を取り扱うこ
とを明確にし、ライフサイクルに沿った提案を実現

●休日営業拠点の拡大
顧客接点の強化、ならびに、エブリデイプラザと連
携した資産形成層への提案強化
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７名11店舗

個人営業活動

（億円）

（億円）

（億円）

（百万円）

個人向けローン

2018年10月に稼働したローン審査システ
ムにより手続全般がペーパーレスとなり、
お客さまの負担軽減を実現しています。

預かり資産

お客さまのライフプランに合わせて、資産形成や相続対策等専門的なコンサル
ティングを⾏なう人材であるライフプランニング・コンサルタントと営業店の
連携により、団塊の世代から現役世代への事業や資産の承継、相続対策などに
も取り組んでいます。

（件）

（口座）
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青函から北へ向けた広域営業展開

北海道地区の貸出⾦残⾼推移

地域に根ざした営業活動＜函館地区＞
函館、札幌での50年以上にわたる営業経験を活かし、地
域に根ざした営業活動と地域貢献活動を展開しています。

2018函館マラソン

点から面の営業拠店＜札幌地区＞
2017年10月の「ローンスクエア南郷」に続き、2019
年3月に、札幌地区3拠店目となる「ローンスクエア麻
生」をオープンしました。

ローンスクエア麻生

（億円）

15

＜函館地区＞
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

事業性貸出残⾼ 580億円 681億円 803億円 856億円 915億円

事業性貸出先数 890先 948先 1,025先 1,056先 1,086先

＜札幌地区＞
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

事業性貸出残⾼ 234億円 272億円 330億円 416億円 505億円

事業性貸出先数 179先 197先 218先 257先 278先



生産性向上の追求

店舗統合等による経営合理化に取り組み、経費削
減を実現しています。

店舗統合・経費削減

経営資源のシフト

店舗統廃合や本部セクションの整理を実施し、最
大の経営資源である人材を、今後、重要な役割を
担うセクションに重点配置しています。

人員配置の⾒直し

2017年度 2018年度 増減

本　部 600名 536名 ▲64名

コンサル専担部門

トレーニー派遣
50名 99名 49名

デジタル化の推進

●預かり資産販売支援・新システム導入（2018年 7月）
●ローン審査・新システム導入 （2018年10月）

お客さまの手続き負担、および内部事務の手続き負担の軽
減、効率化を実現

●本部業務・新グループウェア導入（2017年 4月）
ペーパーレス化ほか本部業務の効率化を実現
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７名

職員の幸福と活力向上の追求

お客さまのお役に⽴つコンサルティングにより、仕事を通
じて「やりがい・働きがい」を感じるとともに、地域社会
の発展に貢献できていることを実感できるように、人財の
育成を進めています。

主な「本業支援関連」資格保有者実績
（2019年3月31日現在）

資格名 保有者数
農業経営アドバイザー 18名

医療・介護関連（経営士・コンサルタント） 13名
中⼩企業診断士 9名

Ｍ＆Ａシニアエキスパート 8名
証券アナリスト 7名

ＥＳ向上に向けて

●外部トレーニー派遣
成⻑分野での活躍を担う専門人財の育成を目的として、若手・
中堅⾏員を中心に、積極的に外部へのトレーニー派遣を⾏って
おります。

●本業支援関連の資格取得
お客さまの「本業支援」や「経営改善支援」に結びつくように、
各種の資格取得を奨励しています。

●従業員満⾜度調査
外部業者と連携して定期的にＥＳを測定し、その結果に基づ
き、より魅⼒ある働きやすい職場づくりに向けた取組みを検
討・実施しています。
具体的には、若手⾏員のモチベーションを⾼めるための
「キャリアチャレンジ制度（希望業務への従事）」の促進な
どを実施しています。

●ＥＳアウォード
⾏内で⾏われているＥＳに関する活動を表彰することにより、
ＥＳの機運向上・風土醸成を図っています。
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活⼒あふれる企業風⼟の実現 人財育成の取組み



経営体制の強化

2019年度より地区本部制を導入しました。
地域に⼀層密着した営業活動を⾏い、お客さまの
ニーズや課題に迅速に対応することを目的として
おり、当⾏営業地盤の主要4各地区に地区本部⻑
（執⾏役員）を常駐させ、権限の委譲を進めてい
きます。

営業⼒強化に向けた「地区本部制」の導入

リスクマネジメント部の新設

推進(フロント)部門に対する牽制機能を強化すべく、信
用リスク・市場リスクなどを統合的に管理する“ミドル
セクション”として、リスクマネジメント部を新設。

＜特徴点＞
①社外取締役を過半数選任
②取締役会議⻑と代表取締役

を分離（執⾏と監督の分離）
③社外取締役の選任にあたり

各自が有する知⾒のバランス
を確保

取締役会の構成

取締役
（うち社外）

５人
（２人）

監査等委員
（うち社外）

４人
（３人）

合 計
（うち社外）

９人
（５人）
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地区本部制の導入



ＣＳＲの取組み

これまでの助成実績（2019年4月現在）

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
育英奨学⾦事業 22名 4,188万円

地域における健康経営のリーディングカンパニー
となり、健康意識の⾼まりが地域全体に広がるよ
うに取り組んでいます。

ダイバーシティ推進室の新設

当⾏のダイバーシティに関する取組みを次のス
テップへ進めるべく、2018年7月に「ダイバーシ
ティ推進室」を新設。頭取が担当役員を務める唯
⼀の部署で、室⻑を含む職員5名全員を⼥性で構成
しています。

銀⾏全体を俯瞰的に⾒ることにより、男⼥問わ
ず適切なキャリアップが図れる仕組みづくりや、
多様な人財が活躍できる職場づくりに、柔軟かつ
スピード感を持って取り組んでいます。

⼥性管理職⽐率

2015年4月
実績

22.6％

2019年4月
実績

25.0％

2021年3月
目標

30.0％
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みちのく・ふるさと貢献基⾦

健康経営の普及



https://www.michinokubank.co.jp/

※上記については予定であり、変更の可能性もございます。

5月 決算発表
6月 IR説明会（東京）開催

株主総会開催
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 第１四半期決算発表
第１四半期報告書提出
ディスクロージャー誌発⾏

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
1月 中間ディスクロージャー誌発⾏

第３四半期決算発表
第３四半期報告書提出

■ご照会等は、下記までお願いいたします。
株式会社みちのく銀⾏ 経営企画部広報室（０１７－７７４－１２７４）

情報発信
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年間スケジュール ホームページのご案内


