
自己資本調達手段の概要　（2021年12月31日基準）
Main Features of Regulatory Capital Instruments.　(as of December 31, 2021)

株式会社みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

１．外部TLAC適格を有する資本調達手段
    /Regulatory capital instruments with external TLAC eligibility.

２．外部TLAC適格を有しない資本調達手段
　　/Instruments that meet only capital (but not TLAC) requirements.



１．外部TLAC適格を有する資本調達手段
    /Regulatory capital instruments with external TLAC eligibility.



普通株 新株予約権 非支配株主持分

1 発行者/Issuer みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group
みずほ証券、アセットマネジメント0ne、他

/Mizuho Securities, Asset Management One, other

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier JP3885780001 - -

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、他
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital), Other

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額、他
/Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital), Other

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group
みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

みずほ銀行/Mizuho Bank

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type 普通株式/Common Stock 新株予約権/Stock acquisition rights 普通株式/Common Stock

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio ¥8,077,116 ¥95 ¥47,998

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio ― ― ―

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn) ― ― ―

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet 株主資本/Shareholders' Equity 新株予約権/Stock acquisition rights 非支配株主持分/Non-Controlling Interests

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet ― ― ―

11 発行日/Original date of issuance ― ― ―

12 償還期限の有無/Perpetual or dated なし/Perpetual なし/Perpetual なし/Perpetual

13 　　その日付/Original maturity date ― ― ―

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval なし/No なし/No なし/No

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

― ― ―

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

― ― ―

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

― ― ―

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon ― ― ―

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index ― ― ―

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper なし/No ― ―

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

完全裁量/Fully discretionary ― ―

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/No ― ―

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative なし/Noncumulative ― ―

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible なし/Non-convertible ― なし/Non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s) ― ― ―

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially ― ― ―

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate ― ― ―

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion ― ― ―

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

― ― ―

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

― ― ―

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature なし/No ― なし/No

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s) ― ― ―

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial ― ― ―

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary ― ― ―

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism ― ― ―

34a 劣後性の手段/Type of subordination ― ― ―

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

優先株式/Preferred Stock ― 優先株式、他/Preferred Stock, other

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features なし/No ― なし/No

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features ― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

永久劣後債（FG#3) 永久劣後債（FG#4) 永久劣後債（FG#5)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578CG74 JP388578AH75 JP388578BH74

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds

¥230,000 ¥235,000 ¥225,000

― ― ―

¥230,000 ¥235,000 ¥225,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2016/7/22 2017/7/21 2017/7/21

なし/Perpetual なし/Perpetual なし/Perpetual

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2026/12/15、 元本全額償還/ at par 2022/12/15、 元本全額償還/ at par 2027/12/15、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating

1.55% 1.22% 1.44%

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary

なし/No なし/No なし/No

なし/Noncumulative なし/Noncumulative なし/Noncumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial

あり/Temporary あり/Temporary あり/Temporary

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

永久劣後債（FG#6) 永久劣後債（FG#7) 永久劣後債（FG#8)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AJ73 JP388578BJ72 JP388578AK70

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds

¥195,000 ¥155,000 ¥140,000

― ― ―

¥195,000 ¥155,000 ¥140,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2018/7/20 2018/7/20 2019/7/19

なし/Perpetual なし/Perpetual なし/Perpetual

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2023/12/15、 元本全額償還/ at par 2028/12/15、 元本全額償還/ at par 2024/12/15、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating

1.13% 1.35% 0.98%

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary

なし/No なし/No なし/No

なし/Noncumulative なし/Noncumulative なし/Noncumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial

あり/Temporary あり/Temporary あり/Temporary

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

永久劣後債（FG#9) 永久劣後債（FG#10) 永久劣後債（FG#11)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578BK79 JP388578AL79 JP388578BL78

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds

¥95,000 ¥163,000 ¥44,000

― ― ―

¥95,000 ¥163,000 ¥44,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2019/7/19 2020/7/21 2020/7/21

なし/Perpetual なし/Perpetual なし/Perpetual

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2029/12/15、 元本全額償還/ at par 2025/12/15、 元本全額償還/ at par 2030/12/15、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating

1.17% 1.232% 1.414%

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary

なし/No なし/No なし/No

なし/Noncumulative なし/Noncumulative なし/Noncumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial

あり/Temporary あり/Temporary あり/Temporary

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

永久劣後債（FG#12) 永久劣後債（FG#13) 永久劣後ローン(FG_200930)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578ALC4 JP388578BLC2 -

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier 1 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後債/Perpetual subordinated bonds 永久劣後ローン/Perpetual subordinated loan

¥87,000 ¥44,000 ¥30,000

― ― ―

¥87,000 ¥44,000 ¥30,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2020/12/24 2020/12/24 2020/9/30

なし/Perpetual なし/Perpetual なし/Perpetual

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2026/6/15、 元本全額償還/ at par 2032/12/15、 元本全額償還/ at par 2025/12/15、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating 固定から変動/Fixed to Floating

0.937% 1.156% (注2)/(2)

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary 完全裁量/Fully discretionary

なし/No なし/No なし/No

なし/Noncumulative なし/Noncumulative なし/Noncumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等
/MHFG's consolidated CET1 capital ratio fallen below
5.125%,etc.

全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial 全部削減または一部削減/Full or Partial

あり/Temporary あり/Temporary あり/Temporary

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by MHFG after discussion with the JFSA and any
other relevant Japanese governmental organizations.

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本社債および本社債と実質的に同順位の劣後債務を除
く）/Subordinated Obligation (except the bonds and parity
securities which effectively rank pari passu with the
bonds)

劣後債務（本劣後債務および本劣後債務と実質的に同順位の劣後
債務を除く）/Subordinated Obligation (except the loan and
parity securities which effectively rank pari passu with
the loan)

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#1) 劣後債（FG#3) 劣後債（FG#5)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AE78 JP388578AEC9 JP388578CEC5

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥40,634 ¥14,819 ¥10,000

― ― ―

¥80,000 ¥25,000 ¥10,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2014/7/16 2014/12/18 2014/12/18

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2024/7/16 2024/12/18 2029/12/18

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

0.95% 0.81% 1.24%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#6) 劣後債（FG#8) 劣後債（FG#9)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AF69 JP388578CF67 JP388578AG68

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥13,855 ¥20,000 ¥138,447

― ― ―

¥20,000 ¥20,000 ¥155,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2015/6/18 2015/6/18 2016/6/20

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2025/6/18 2030/6/18 2026/6/19

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

0.997% 1.403% 0.56%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#10) 劣後債（FG#11) 劣後債（FG#12)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AH18 JP388578BH17 JP388578AH67

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥81,000 ¥99,000 ¥35,000

― ― ―

¥81,000 ¥99,000 ¥35,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2017/1/26 2017/1/26 2017/6/21

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2027/1/26 2027/1/26 2027/6/21

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― 2022/1/26、 元本全額償還/ at par ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― 初回償還可能日のみ/No ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

0.650% 0.50% 0.610%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#13) 劣後債（FG#14) 劣後債（FG#15)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578BH66 JP388578AJ65 JP388578BJ64

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥79,000 ¥70,000 ¥15,000

― ― ―

¥79,000 ¥70,000 ¥15,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2017/6/21 2018/6/20 2018/6/12

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2027/6/21 2028/6/20 2028/6/12

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2022/6/21、 元本全額償還/ at par 2023/6/20、 元本全額償還/ at par ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日のみ/No 初回償還可能日のみ/No ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

0.47% 0.40% 0.545%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#16) 劣後債（FG#17) 劣後債（FG#18)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578CJ63 JP388578AK62 JP388578BK61

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥25,000 ¥35,000 ¥55,000

― ― ―

¥25,000 ¥35,000 ¥55,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2018/6/12 2019/6/13 2019/6/13

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2028/6/12 2029/6/13 2029/6/13

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2023/6/12、 元本全額償還/ at par ― 2024/6/13、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

―
初回償還可能日以降の各利払日

/Each interest payment date after first call date

固定から変動/Fixed to Floating 固定/Fixed 固定から変動/Fixed to Floating

0.40% 0.489% 0.42%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#19) 劣後債（FG#20) 劣後債（FG#21)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AKA0 JP388578BKA8 JP388578AL61

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥41,000 ¥117,000 ¥40,000

― ― ―

¥41,000 ¥117,000 ¥40,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2019/10/30 2019/10/30 2020/6/24

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2029/10/30 2029/10/30 2030/6/24

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― 2024/10/30、 元本全額償還/ at par ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― 初回償還可能日のみ/No ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

0.538% 0.39% 0.895%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債（FG#22) 劣後債（FG#23) 劣後債（FG#24)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578BL60 JP388578ALA8 JP388578BLA6

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥40,000 ¥63,000 ¥74,000

― ― ―

¥40,000 ¥63,000 ¥74,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2020/6/24 2020/10/30 2020/10/30

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2030/6/24 2030/10/30 2030/10/30

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

2025/6/24、 元本全額償還/ at par ― 2025/10/30、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

― 初回償還可能日のみ/No

固定から変動/Fixed to Floating 固定/Fixed 固定/Fixed

0.560% 0.875% 0.560%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債(FG私募#1) 劣後債(FG私募#2) 劣後債(FG私募#3)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

JP388578AJL9 JP388578AMJ7 JP388578AMN9

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債(私募債)/Subordinated Bonds (Private Placement) 劣後債(私募債)/Subordinated Bonds (Private Placement) 劣後債(私募債)/Subordinated Bonds (Private Placement)

¥50,000 ¥29,000 ¥20,000

― ― ―

¥50,000 ¥29,000 ¥20,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2018/8/30 2021/6/30 2021/10/29

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2028/8/30 2031/7/7 2031/10/29

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― 2026/7/7、 元本全額償還/ at par 2026/10/29、 元本全額償還/ at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― 初回償還可能日のみ/No 初回償還可能日のみ/No

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債(海外_1510) 劣後債(海外_2109) 劣後債(MFGCL3)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited

US60687YAA73、USJ4599LAH53 US60687YBU29 US60688UAB26、USG6180BAB39

ニューヨーク州法/New York State Law ニューヨーク州法/New York State Law ニューヨーク州法/New York State Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥65,619 ¥115,020 ¥77,152

― ― ―

USD 750 USD 1,000 USD 1,500

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2015/10/20 2021/9/13 2014/3/27

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2025/10/20 2031/9/13 2024/3/27

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または規制事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory recognition at par

税務事由または規制事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory recognition at par

税務事由または規制事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory recognition at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

4.353% 2.564% 4.60%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(FG_151009) 劣後ローン(FG_151216) 劣後ローン(FG_151222)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

― ― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥7,546 ¥3,959 ¥20,000

― ― ―

¥10,000 ¥5,000 ¥20,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2015/10/9 2015/12/16 2015/12/22

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2025/10/9 2025/12/16 2030/12/20

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(FG_160322) 劣後ローン(FG_160629) 劣後ローン(FG_160921)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

― ― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥5,000 ¥13,480 ¥10,000

― ― ―

¥5,000 ¥15,000 ¥10,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2016/3/22 2016/6/29 2016/9/21

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2031/3/20 2026/6/29 2031/9/19

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(FG_170628) 劣後ローン(FG_170629) 劣後ローン(FG_180328)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

― ― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥10,000 ¥20,000 ¥5,000

― ― ―

¥10,000 ¥20,000 ¥5,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2017/6/28 2017/6/29 2018/3/28

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2027/6/28 2032/6/29 2028/3/28

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(FG_181011) 劣後ローン(FG_191031) 劣後ローン(FG_201030)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

― ― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥10,000 ¥15,000 ¥10,000

― ― ―

¥10,000 ¥15,000 ¥10,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2018/10/11 2019/10/31 2020/10/30

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2033/10/11 2034/10/31 2030/10/30

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

― ― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent なし/Permanent

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No なし/No

― ― ―



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount
　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有
する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有す
るものの名称又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify
instrument type immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(FG_201216) 劣後ローン(FG_211224)

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥5,000 ¥10,000

― ―

¥5,000 ¥10,000

負債/Liability 負債/Liability

― ―

2020/12/16 2021/12/24

あり/Dated あり/Dated

2030/12/16 2031/12/24

あり/Yes あり/Yes

― ―

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

税務事由または資本事由：元本全額償還
/Tax event or regulatory event at par

― ―

固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

あり/Yes あり/Yes

実質破綻事由発生時/Non-Viability Event 実質破綻事由発生時/Non-Viability Event

常に全部削減/Full 常に全部削減/Full

なし/Permanent なし/Permanent

― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible
instruments

なし/No なし/No

― ―



≪契約内容の詳細≫

特別早期償還特約の対象となる事由及びそ
の償還金額

税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する元本の全部（一部は
不可）を、弁済がなされる日までの経過利息を付して弁済できる。ただし、以下の「元本の削減に係る特約」および「元本回復特約」に従う。

利払停止特約の概要 （１） 任意利払停止
借入人は、本劣後債務の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本劣後債務の利息
の全部または一部の支払を行わないことができる。この場合、借入人はその直前の配当の基準日に係る株式配当を行う旨の取締役会の決議等を行わ
ない。

（２） 利払可能額制限
借入人が利払日に支払うべき本劣後債務の利息の額は、利払可能額を限度とし、借入人は当該限度額を超える金額について、本劣後債務の利息の支
払を行わない。
利払可能額とは、ある利払日における借入人の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払わ
れた本劣後債務、同順位証券および劣後証券の配当および利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき各本劣後債
務の利息および各同順位証券の配当または利息の額で按分して算出される額のうち、各本劣後債務に係る按分額をいう。
同順位証券とは、借入人の債務で、利息に係る権利について本劣後債務と実質的に同じ条件を付されたもの等をいう。
劣後証券とは、借入人の債務で、利息に係る権利について本劣後債務に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいう。

上記（１）または（２）に基づき支払われなかった本劣後債務の利息は繰り延べられず、当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。

元本の削減に係る特約（債務免除特約）の
概要

（１） 損失吸収事由に係る債務免除
借入人が報告または公表する連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合、本劣後債務の元金のうち、本劣後債務および他の負債性その他
Tier1資本調達手段等の全部または一部の免除または普通株転換により借入人の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を上回ることとなるために必要な
額として、借入人が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、各本劣後債務の元金額および他の各負債性その他Tier1資本調達手段等の元
金額で按分して算出される額のうち、各本劣後債務に係る按分額、ならびに当該金額の元金に応じた利息について、借入人は本劣後債務に基づく元
利金の支払義務を免除される。

（２） 実質破綻事由に係る債務免除
内閣総理大臣が、借入人について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場
合、借入人は、本劣後債務に基づく元利金の支払義務を免除される。

（３） 倒産手続開始事由に係る債務免除
借入人について、倒産手続の開始の決定等が行われた場合、借入人は、本劣後債務に基づく元利金の支払義務を免除される。

元本回復特約の概要 損失吸収事由の発生により、本劣後債務に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、借入人が金融
庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
元金回復事由とは、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁
その他の監督当局の確認を受けたうえで、借入人が元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。

劣後特約の概要 本劣後債務は、借入人の清算手続（特別清算手続を除く。）における債務の支払に関し、借入人の一般債権者、その他外部TLACに係る債権者および
Tier2資本に係る劣後債権者に劣後する。

【債務者：みずほフィナンシャルグループ】永久劣後ローン

以下、私募債及び劣後ローンについて、前掲の表にない主な契約内容を記載しております。



特別早期償還特約の対象となる事由及びそ
の償還金額

税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部（一部
は不可）を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還できる。

元本の削減に係る特約の概要 内閣総理大臣が、発行体について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場
合、発行体は、本劣後債に基づく元利金の支払義務を免除される。

劣後特約の概要 本劣後債務の償還および利息の支払いは、発行体につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法に
よらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後債務に基づく元利金の支払請求権
の効力は、本劣後債務に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につい
て全額の弁済を受けたときに発生する。

特別早期償還特約の対象となる事由及びそ
の償還金額

税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する元本の全部（一部は
不可）を、期限前弁済日までの経過利息を付して、弁済できる。

元本の削減に係る特約の概要 内閣総理大臣が、債務者について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場
合、債務者は、本劣後債務に基づく元利金の支払義務を免除される。

劣後特約の概要 本劣後債務の弁済および利息の支払いは、債務者につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法に
よらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後債務に基づく元利金の支払請求権
の効力は、本劣後債務に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額につい
て全額の弁済を受けたときに発生する。

【債務者：みずほフィナンシャルグループ】劣後ローン

【発行体：みずほフィナンシャルグループ】劣後債（私募）



２．外部TLAC適格を有しない資本調達手段
　　/Instruments that meet only capital (but not TLAC) requirements.



劣後債(BK#5) 劣後債(BK#7) 劣後債(BK#9)

1 発行者/Issuer
みずほ銀行（旧：みずほ銀行）

/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)
みずほ銀行（旧：みずほ銀行）

/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)
みずほ銀行（旧：みずほ銀行）

/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier JP388570D616 JP388570D6B8 JP388570B743

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

非適格/Not eligible 非適格/Not eligible 非適格/Not eligible

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio ¥16,330 ¥19,397 ¥20,000

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio ― ― ―

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn) ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet 負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet ― ― ―

11 発行日/Original date of issuance 2006/1/30 2006/11/6 2007/4/27

12 償還期限の有無/Perpetual or dated あり/Dated あり/Dated あり/Dated

13 　　その日付/Original maturity date 2026/1/30 2026/11/6 2027/4/27

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval なし/No なし/No なし/No

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

― ― ―

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

なし/No なし/No なし/No

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

― ― ―

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon 固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index 2.49% 2.87% 2.52%

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper なし/No なし/No なし/No

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/No なし/No なし/No

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s) ― ― ―

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially ― ― ―

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate ― ― ―
27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion ― ― ―

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

― ― ―

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

― ― ―

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature なし/No なし/No なし/No

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s) ― ― ―

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial ― ― ―

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary ― ― ―

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism ― ― ―

34a 劣後性の手段/Type of subordination 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他
の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称
又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument)

一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features あり/Yes あり/Yes あり/Yes

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features
実質破綻認定時損失吸収条項

/Non-viability loss absorption clause
実質破綻認定時損失吸収条項

/Non-viability loss absorption clause
実質破綻認定時損失吸収条項

/Non-viability loss absorption clause



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他
の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称
又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債(BK#15) 劣後債(BK#18) 劣後債(BK#19)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

JP388570D996 JP388570BB94 JP388570AC29

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

非適格/Not eligible 非適格/Not eligible 非適格/Not eligible

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥18,000 ¥28,176 ¥1,897

― ― ―

¥18,000 ¥30,000 ¥63,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2009/9/28 2011/9/12 2012/2/24

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2029/9/28 2026/9/11 2022/2/24

なし/No なし/No なし/No

― ― ―

なし/No なし/No なし/No

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

3.03% 2.14% 1.67%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

なし/No なし/No なし/No

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他
の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称
又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債(BK#20) 劣後債(CB#9) 劣後債(MFGCL2)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

みずほ銀行（旧：みずほコーポレート銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Corporate Bank)

Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited

JP388570AC60 JP388575CBA1 XS0803109270

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law ニューヨーク州法/New York State Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

非適格/Not eligible 非適格/Not eligible 非適格/Not eligible

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/Mizuho Financial Group

劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds 劣後債/Subordinated Bonds

¥3,963 ¥24,151 ¥18,802

― ― ―

¥47,000 ¥25,000 USD 1,500

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2012/6/5 2011/10/31 2012/7/18

あり/Dated あり/Dated あり/Dated

2022/6/3 2026/10/30 2022/7/18

なし/No なし/No あり/Yes

― ― ―

なし/No なし/No
税務事由または規制事由：元本全額償還

/Tax event or regulatory recognition at par

― ― ―

固定/Fixed 固定/Fixed 固定/Fixed

1.49% 2.20% 4.20%

なし/No なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

なし/No なし/No なし/No

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities
その他外部TLAC調達手段/Other external TLAC-eligible

instruments

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他
の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称
又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後債(BK_10107) 劣後ローン(BK_110930) 劣後ローン(BK_120928)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

みずほ銀行（旧：みずほ銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Bank)

XS0417601761 ― ―

英国法/English Law 日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

非適格/Not eligible 非適格/Not eligible 非適格/Not eligible

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

劣後債/Subordinated Bonds 劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥15,000 ¥3,798 ¥747

― ― ―

¥15,000 ¥4,000 ¥5,000

負債/Liability 負債/Liability 負債/Liability

― ― ―

2009/3/30 2011/9/30 2012/9/28

なし/Perpetual あり/Dated あり/Dated

― 2026/9/30 2022/9/30

あり/Yes なし/No なし/No

2029/3/22、全額/at par ― ―

税務事由：元本全額償還
/Tax event at par

なし/No なし/No

初回償還可能日以降の各利払日
/Each interest payment date after first call date

― ―

固定から変動/Fixed to Floating 固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No なし/No

部分裁量/Partially Discretionary 裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

ステップアップ特約あり/Yes なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

なし/No なし/No なし/No

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities

あり/Yes あり/Yes あり/Yes

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause



1 発行者/Issuer

2 識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique identifier

3 準拠法/Governing law(s) of the instrument

規制上の取扱い/Regulatory treatment

4
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Transitional Basel III rules

5
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い
/Post-transitional Basel III rules

6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
/Eligible at solo/group/group&solo

7 銘柄、名称又は種類/Instrument type

8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位:百万円) (注１)

/Amount recognised in regulatory capital(JPY mn) (1)

　　連結自己資本比率/Consolidated capital ratio

　　単体自己資本比率/Non-Consolidated capital ratio

9 額面総額(単位:百万通貨単位)/Par value of instrument(mn)

10 表示される科目の区分/Accounting classification

　　連結貸借対照表/Consolidated balance sheet

　　単体貸借対照表/Non-Consolidated balance sheet

11 発行日/Original date of issuance

12 償還期限の有無/Perpetual or dated

13 　　その日付/Original maturity date

14 償還等を可能とする特約の有無/Issuer call subject to prior supervisory approval

15
　　初回償還可能日及びその償還金額
    /Optional call date, contingent call dates and redemption amount

　　特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
    /Contingent call dates and redemption amount

16
　　任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要
    /Subsequent call dates, if applicable

剰余金の配当又は利息の支払/Coupons / dividends

17 　　配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend/coupon

18 　　配当率又は利率/Coupon rate and any related index

19 　　配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

20
　　剰余金の配当又は利息の支払いの停止に係る発行者の裁量の有無
    /Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

21
　　ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性
　　を高める特約の有無/Existence of step up or other incentive to redeem

22 　　未配当の剰余金又は未払いの利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative

23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible or non-convertible

24 　　転換が生じる場合/If convertible, conversion trigger (s)

25 　　転換の範囲/If convertible, fully or partially

26 　　転換の比率/If convertible, conversion rate

27 　　転換に係る発行者の裁量の有無/If convertible, mandatory or optional conversion

28
　　転換に際して交付される資本調達手段の種類
    /If convertible, specify instrument type convertible into

29
　　転換に際して交付される資本調達手段の発行者
    /If convertible, specify issuer of instrument it converts into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

31 　　元本の削減が生じる場合/If write-down, write-down trigger(s)

32 　　元本の削減が生じる範囲/If write-down, full or partial

33 　　元本回復特約の有無/If write-down, permanent or temporary

34  　　その概要/If temporary write-down, description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

35

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他
の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称
又は種類/Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument)

36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features

37 非充足資本要件の内容/If yes, specify non-compliant features

劣後ローン(BK_120928_2) 劣後ローン(BK_121226_2)

みずほ銀行（旧：みずほコーポレート銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Corporate Bank)

みずほ銀行（旧：みずほコーポレート銀行）
/Mizuho Bank(Former:Mizuho Corporate Bank)

― ―

日本法/Japanese Law 日本法/Japanese Law

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier 2 Capital

非適格/Not eligible 非適格/Not eligible

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
/Mizuho Financial Group,Mizuho Bank

劣後ローン/Subordinated Loan 劣後ローン/Subordinated Loan

¥1,484 ¥3,943

― ―

¥10,000 ¥20,000

負債/Liability 負債/Liability

― ―

2012/9/28 2012/12/26

あり/Dated あり/Dated

2022/9/28 2022/12/26

なし/No なし/No

― ―

なし/No なし/No

― ―

固定/Fixed 固定/Fixed

(注2)/(2) (注2)/(2)

なし/No なし/No

裁量なし/Mandatory 裁量なし/Mandatory

なし/No なし/No

あり/Cumulative あり/Cumulative

なし/Non-convertible なし/Non-convertible

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

なし/No なし/No

― ―

― ―

― ―

― ―

契約上の劣後/Contractual 契約上の劣後/Contractual

一般債務/General Liabilities 一般債務/General Liabilities

あり/Yes あり/Yes

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause

実質破綻認定時損失吸収条項
/Non-viability loss absorption clause



≪契約内容の詳細≫

劣後特約の概要 本劣後債務の償還および利息の支払いは、発行者につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法
によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後債務に基づく元利金の支払請
求権の効力は、本劣後債務に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額
について全額の弁済を受けたときに発生する。

保証人 みずほフィナンシャルグループ

特別早期償還特約の対象となる事由及びそ
の償還金額

税制上の償還事由が生じた場合には、金融庁の事前の承認または確認を条件としていつでも、本劣後債の全部について、額面金額の100%ならびに
未払利息および追加金額をもって償還できる。
規制上の償還事由が生じた場合には、金融庁の事前の承認または確認を条件としていつでも、本劣後債の全部について、(i)額面金額の100%ならび
に未払利息および追加金額または(ii)額面金額の割引現在価値および償還期限迄の未払利息の割引現在価値のいずれか高い額をもって償還でき
る。

劣後特約の概要 発行者につき清算開始の決議または破産に係る決定等がなされた場合、本劣後債に基づく元利金の支払請求権は、発行者の株式または本劣後債に
基づく権利と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権に関するものを除く全ての発行者の債権に、劣後する。
当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再
生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後債の保有者の本保証に係る権利は劣後することとなり、本保証に基づく権
利は、本保証に基づく権利と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額
の弁済を受けたときに、弁済することが可能となる。

特別早期償還特約の対象となる事由及びそ
の償還金額

税制変更により発行体が税金相当の金利上乗せを要請される場合には、本債券は額面に経過利子を加えた金額で期限前償還される。

劣後特約の概要 発行者につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事
再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後債に係る権利は劣後することとなり、本劣後債に基づく権利は、本劣後
債に基づく権利と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受
けたときに、弁済することが可能となる。

【発行体：みずほ銀行】劣後債（MTNプログラム）

以下、当社の自己資本に算入される外部TLAC適格を有しない資本調達手段について、前掲の表にない主な契約内容を記載しております。

【発行体：子会社SPC】劣後債

【発行体：みずほ銀行】劣後債及び劣後ローン



(脚注/Foot Note)

基準日： 2021/12/31

注１：

注２：

5年以内 5年超

0.96% 1.08%

Reference Date: 31-Dec-21

(1):

(2):

within 5 years over 5 years

0.96% 1.08%

自己保有額の控除を勘案しておりません。また、適格旧Tier2資本調達手段の額については、経過措置による減額を勘案しておりません。

配当率又は利率を一般に公表していない資本調達手段について、初回償還可能日（項番13又は15に記載の日付のいずれか早い日付）により区分した基準日時点の適用金利の加
重平均は、下記の通りです。

Investments in own fund are not deducted, and the amount provided for eligible Tier2 capital instruments subject to phase-out arrangements is the amount
before deduction by phase-out treatments.

Coupon rates of capital instruments, which have not been disclosed, are classified based on their earliest redemption dates (earlier of the dates indicated
in items 13 and 15) and calculated by weighted-average coupon based on the par value of the instruments as below:


