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〈みずほ〉は、お客さま、株主・投資家、地域社会等 様々なステークホルダーの皆さまとの エンゲージメントに積極的に取り組むとともに、 開示情報

の拡充にも努めています。 当社グループは、 「価値報告財団(Value Reporting Foundation、 旧 米国サステナビリティ会計基準審議会 

(SASB)) 」 の提供する SASBスタンダードに基づいた情報を 2020年度から整理・開示しており、今般、最新の開示情報に基づき内容を更新いた

しました。 SASBスタンダードは、主に投資家向けの情報開示基準として、産業毎のマテリアリティ(重要性) を踏まえて策定された 77業種別の会計

指標設定に特徴があり、 グローバルレベルで重要性が高まっている情報開示基準であると認識しています。 

〈みずほ〉では、 業種別スタンダードの 「Commercial Banks」 および 「Investment Banking & Brokerage」 の2つの事業分野に関連した情

報を開示しています。 

SASBスタンダードは、主に米国の法制度や基準を前提として、米国企業に焦点を当てて作成されているため、会計指標の中には日本国内の事

業活動には該当しない項目も含まれますが、本スタンダードの趣旨を踏まえつつ、可能な限りの情報開示に努めました。 

今後も、SASBスタンダードやその他の国際的な開示のフレームワークを活用しつつ、開示内容の拡充に継続して取り組み、幅広いステークホルダー

の皆さまからいただいた意見を真摯に受け止め、 取り組みや開示内容の高度化に努めて参ります。 

 
 

* 特に記載のない限り、すべてのデータは 2022 年 3 月期末時点のもの 

* 産業別 略称: CB＝Commercial Banks、 IB＝Investment Banking & Brokerage 

産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

トピック:データセキュリティ 

CB 

データセキュリティリスクを特定

し、対処するための方法の 

説明 

考察・分析 ― 
FN-CB-
230a.2 

〈みずほ〉では、「サイバーセキュリティ経営宣言」を策定していま

す。 金融という重要な社会インフラの担い手として、主体的にサ

イバーセキュリティ対策を推進し、安心・安全なサイバー空間の構

築に貢献します。 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・みずほ FG Web サイト: サイバーセキュリティ経営宣言 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/structure/it/cybers
ecurity/index.html 
 

トピック:金融包摂と能力構築 
 

CB 

中小企業や地域開発の 

促進を目的としたプログラムの 

対象となる貸付の 

(1)件数、(2)残高 

定量的指数 億円 
FN-CB-
240a.1 

SASB の定義の 「中小企業や地域開発の促進を目的としたプ

ログラム」 は米国の法令・制度等を前提としており、日本におい

てこれに該当する報告対象はありません。 
 

これに代わる定量的データとして、以下の情報を開示していま

す。 
 

・中小企業等に対する貸出金残高:348,979 億円 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・統合報告書 ディスクロージャー誌 2022 P114 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/disclosure
/data22d/pdf/main_all.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

CB 

銀行口座を全く持たない層

(unbanked) や銀行口座は

あるがノンバンクを利用してい

る層(underbanked)、または

十分なサービスが受けられな

い層(underserved 

customers) 向けの、金融

啓発活動への参加者数 

定量的指数 人 
FN-CB-
240a.4 

SASB の定義の 「銀行口座を全く持たない層(unbanked) や

銀行口座はあるがノンバンクを利用している層(underbanked)、

または十分なサービスが受けられない層(underserved 

customers)」 は米国の法令・制度等を前提としており、日本に

おいてこれに該当する報告対象はありません。 
 

これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・金融経済教育への取り組み 

 〈みずほ〉は、金融経済教育を「サステナビリティ重点項目」 

の主な取り組みの一つとして位置づけ、金融経済教育受講者

数の目標を設定し、国内外で取り組みを推進しています。 

 金融経済教育受講者数:  

累計（2019～2021 年度）:39,335 人 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・みずほ FG Web サイト: 金融経済教育 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/education/index.html  
 

トピック:従業員のダイバーシティ＆インクルージョン 

IB 

(1)経営幹部、(2)経営幹部

以外の管理職、(3)専門職、

(4)その他のすべての従業員

の性別・人種・民族別構成

比 

定量的指数 %、人 
FN-IB-
330a.1 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・従業員数(男女別・契約形態別) 

・海外ナショナルスタッフ人員数 

・新卒採用者数(男女別) 

・中途採用者数(男女別) 

・海外ナショナルスタッフ管理職比率 

・外国人役員の数 

・女性役員数 

・管理職の状況(男女別) 

・新規管理職登用者数(男女別) 
 

以下をご参照ください。 
 

・ESG データブック p17-22 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/report/data/pd
f/esg_databook.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

トピック:信用分析／投資銀行・証券業務における 環境・社会・ガバナンス(ESG)要因の組み込み 

CB 業種別の商工業信用リスク 定量的指数 億円 
FN-CB-
410a.1 

以下をご参照ください。 
 

・ディスクロージャー誌資料編 2022 P250,251 : 

 信用リスクエクスポージャー 区分ごと期末残高 業種別 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/disclosure
/data22d/pdf/shiryo_all.pdf 
 

CB 
 

IB 

信用分析／投資銀行・ 

証券業務における環境・ 

社会・ガバナンス(ESG)要因

の組み込み方法に関する 

説明 
 

考察・分析 ― 

FN-CB-
410a.2 

 
FN-IB-
410a.3 

<みずほ>は、投融資・調達等における環境配慮・人権尊重を

「サステナビリティ重点項目」の主な取り組みの一つに位置付ける

とともに、リスク管理の観点から責任ある投融資等の管理態勢に

ついて、外部環境変化および内部管理の取組状況を踏まえた

課題に適切に対応しています。 
 

<みずほ>は、「環境・社会に配慮した投融資の取り組み方針」

において、取引を通じて環境・社会に対する負の影響を助⾧す

る可能性があるセクター横断的な禁止・留意項目と特定セクター

（兵器、石炭火力発電、石炭採掘、石油・ガス、大規模水力

発電、大規模農園、パームオイル、木材・紙パルプ等）に関し、

認識すべき環境・社会リスク等を示し、資金提供・資金調達支

援業務において、リスクの低減・回避に向け取引先の対応状況

を確認するなど、各々の業務特性を踏まえた対応を実施の上、

取引判断を行うよう定めています。 
 

また、みずほ銀行は、自然環境や地域社会に影響を与える可

能性のある大規模な開発プロジェクト案件に対して、エクエーター

原則を適用し、プロジェクト事業者（お客さま）と協働して環

境・社会リスクと影響を特定・評価し、管理しています。 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・みずほ FG Web サイト: 責任ある投融資 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/business/investment/ind
ex.html 
 

IB 

ESG 要素が組み込まれた 

(1)引受業務、(2)アドバイザ

リー、(3)証券化取引 からの

総収入 

定量的指数 十億円 
FN-IB-
410a1 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・SDGs 債の公募引受実績 
 

以下をご参照ください。 
 

・ESG データブック p7 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/report/data/pd
f/esg_databook.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

IB 
ESG 要素が組み込まれた

投融資の (1)件数、(2)総額 
定量的指数 

円、ドル 

件 

FN-IB-
410a.2 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・サステナブルファイナンス/環境ファイナンス実績の内訳 

・SDGs 債の公募引受実績 

・再生可能エネルギー部門プロジェクトファイナンスのアレンジ実績 

・環境関連のコンサルティング・調査研究実施件数 

・環境関連ファンド 純資産残高 
 

以下をご参照ください。 
 

・ESG データブック p3,p7 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/report/data/pd
f/esg_databook.pdf 
 

トピック:企業倫理 
 

CB 
 

IB 

詐欺、インサイダー取引、 

反トラスト、反競争的行為、

市場操作、不正行為、また

は他の関連する金融業界の

法規制に伴う法的手続きの

結果としての金銭的損失の

総額 

定量的指数 ー 

FN-CB-
510a.1 

 
FN-IB-
510a.1 

以下をご参照ください。 
 

・Form 20-F  Page F-80 : 
 Legal proceedings and investigations 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/sec/pdf/2
0f_2022_03.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

CB 
 

IB 

内部告発者の方針と手順の

説明 
考察・分析 ― 

FN-CB-
510a.2 

 
FN-IB-
510a.2 

当社は、内部通報制度を整備し、24 時間・365 日、外国語に

も対応可能なグループ共通社外窓口を設置し、匿名での通報

も受け付ける等、その実効性向上に取り組むとともに、ポスターの

掲示や各種連絡窓口を記載した携帯カードの全社員への配布

等により、グループ各社社員への周知を図っています。通報対応

においては、細心の注意を払って通報者の秘密を保護するととも

に、通報者に対する人事面他のあらゆる不利益な取り扱いが行

われないように徹底し、違反行為には人事処分を含め、厳正な

措置を講じる方針を示しています。なお、2021 年度には、当社

グループにおける社内外の通報窓口に 216 件の通報が寄せら

れ、その対応状況等については、当社監査委員に報告していま

す。なお、当社の内部通報制度は、消費者庁が指定する団体

の審査を経て、同庁が定めるガイドラインにのっとって、適切に運

営していることが認められ、内部通報制度認証（自己適合宣

言登録制度）に登録されています。 

また、会計、財務報告等の不適切な事項について、社内外から

通報を受け付けるホットラインを外部の法律事務所に設置してい

ます。 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・みずほ FG Web サイト: コンプライアンス（法令等遵守） 

- <みずほ>の内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン） 

- 会計・監査ホットライン 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/complianc
e/index.html 
 

トピック:職業上の誠実性 
 

IB 

注意義務を含む職業上の 

誠実性に関連する法的手続

きの結果としての金銭的 

損失の総額 

定量的指数 ― 
FN-IB-
510b.3 

以下をご参照ください。 
 

・Form 20-F  Page F-80 : 
 Legal proceedings and investigations 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/sec/pdf/2
0f_2022_03.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 

IB 

注意義務を含む職業上の 

誠実性を確保する方法の 

説明 

考察・分析 ― 
FN-IB-
510b.4 

以下をご参照ください。 
 

・みずほの企業行動規範 
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/management/
code.html 
 

・コンプライアンス運営体制・コンプライアンスの徹底に向けた取り

組み 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/complianc
e/index.html 
 

・お客さま保護等管理 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/customer/i
ndex.html 
 

・<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/ind
ex.html 

 

トピック:システミックリスクマネジメント 
 

CB 
 

IB 

カテゴリー別の グローバルな 

システム上重要な銀行 

(G-SIB) スコア 

定量的指数 ― 

FN-CB-
550a.1 

 
FN-IB-
550a.1 

・G-SIB バッファー比率:  1.0% 

(2021 年 11 月 金融安定理事会(FSB) 公表の 

「2021 list of global systemically important banks  

(G-SIBs)」 による) 
 

・G-SIB 選定指標:  

以下をご参照ください。 

・ディスクロージャー誌資料編 2022 P295 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/disclosure
/data22d/pdf/shiryo_all.pdf 
 

CB 
 

IB 

義務的・任意的ストレステス

トの結果を、自己資本計

画、⾧期的な企業戦略、 

その他事業活動内に組み 

込む方法についての説明 

考察・分析 ― 

FN-CB-
550a.2 

 
FN-IB-
550a.2 

以下をご参照ください。 
 

・みずほ FG Web サイト: 総合リスク管理 -総合リスク管理態

勢 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_manage
ment/general/index.html 
 

・同  -市場リスク管理について 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_manage
ment/market/index.html 
 

・同  -流動性リスク管理について 
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_manage
ment/liquidity/index.html 

 

トピック:従業員のインセンティブとリスクテイク 
 

IB 

レベル３の資産・負債の 

価格算定に係る監督・ 

統制・検証の方針についての

考察 

考察・分析 ― 
FN-IB-
550b.3 

以下をご参照ください。 
 

・Form 20-F pages F-89 to F-106   
 27. Fair value 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/sec/pdf/2
0f_2022_03.pdf 
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産業別 会計基準 カテゴリー 単位 コード 実績 
 

アクティビティ・メトリクス 
 

CB 

セグメント別: 

(a)個人、(b)中小企業の 

当座預金・普通預金の  

(1)口座数、(2)金額 

定量的指数 億円 
FN-CB-
000.A 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・連結貸借対照表 国内預金(みずほ銀行・みずほ信託銀行 

合算) 

 - 個人: 476,675 億円 

 - 一般法人: 555,961 億円 

 - 金融機関・政府公金: 92,677 億円 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・統合報告書 ディスクロージャー誌 2022 P114 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/disclosure
/data22d/pdf/main_all.pdf 
 

CB 

セグメント別: 

(a)個人、(b)中小企業、 

(c)法人の 

(1)融資件数、(2)融資金額 

定量的指数 億円 
FN-CB-
000.B 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・連結貸借対照表 貸出金(みずほ銀行・みずほ信託銀行  

合算、 銀行勘定+信託勘定) 

 - 国内店貸出金残高: 601,881 億円 

    うち 中小企業等貸出金:  348,979 億円 

    (うち居住性住宅ローン): 78,963 億円 
 

詳細は、以下をご参照ください。 
 

・統合報告書 ディスクロージャー誌 2022 P114 
https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/disclosure
/data22d/pdf/main_all.pdf 
 

IB 

(a)引受業務、(b)アドバイ 

ザリー、(c)証券化取引の 

(1)件数、(2)金額 

定量的指数 億円 
FN-IB-
000.A 

SASB が推奨する指標と一致する計測方法をとっていないもの

の、これに代わるデータとして、以下の情報を開示しています。 
 

・営業収益 －引受・売出手数料 

・引受高 ー株券/債券 別 
 

以下をご参照ください。 
 

・みずほ証券 2022 年 3 月期 決算説明資料 P13,15 
https://www.mizuho-sc.com/company/financial/er/pdf/mis
e202203_4q.pdf 
 

 
 


