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ディスクロージャー方針   436

本誌（本編および資料編）は、銀行法第21条および第52条の29に基づいて作成したディスクロージャー資料です。

　本資料には、将来の業績および計画等に関する記述が含まれています。こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に
係る仮定を前提としており、かかる記述および仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。
　また、事業戦略や業績等、将来の見通しに関する事項はその時点での株式会社みずほフィナンシャルグループおよびグループ会社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が
含まれています。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、法令違反、事務・システムリスク、日本における経済状況
の悪化その他さまざまな要因があげられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。
　株式会社みずほフィナンシャルグループおよびグループ会社の財政状態および経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、本資料のほか、 
有価証券報告書、決算短信等の本邦開示書類や米国証券取引委員会に提出したForm 20-F年次報告書等の米国開示書類等、株式会社みずほフィナンシャルグループが公表した各種
資料のうち最新のものをご参照ください。
　株式会社みずほフィナンシャルグループは、業績予想の修正等将来の見通しの変更に関する公表については、東京証券取引所の定める適時開示規則等に基づいて実施します。従って、
最新の予想や将来の見通しを常に改定する訳ではなく、またその責任も有しません。

CONTENTS
 ディスクロージャー方針

　当グループは、当グループの情報開示に関する基本的な考え方や情報開示統制の枠組み等についてまとめた「ディス
クロージャー方針」を制定し、みずほフィナンシャルグループのホームページ等で公表しています。

ディスクロージャー方針
1．基本的な考え方
　当社グループは、幅広いお客さまとともに持続的かつ安定的に成長し、内外の経済・社会の健全な発展にグループ一体となっ
て貢献する「日本を代表する、グローバルで開かれた総合金融グループ」として、国内外における多数のお客さま・株主・投資
家のみなさまが当社グループの実態を正確に認識・判断できるよう、継続して、公平かつ適時・適切な情報開示につとめること
を経営上の最重要課題の一つに位置付けております。そのために、情報開示に関する国内外の関係法令および証券取引所規則
等を遵守するとともに、適切な情報開示統制の構築・運用に取り組んでおります。

2．情報開示統制
（1）情報開示統制の構築・運用等
    　 　当社グループにおける「情報開示統制」は、国内外の関係法令および証券取引所規則等を遵守するとともに当社グルー

プの企業情報等の公平かつ適時・適切な情報開示を実施するために構築され、当社グループの役職員によって遂行される
プロセスを指し、財務諸表等に係る信頼性を確保するための「財務報告の内部統制」を含みます。当社グループでは、情
報開示統制の基本的考え方やグループ各社を含めた管理の枠組を規定する情報開示統制関連規程を制定し、情報開示統制
の構築、運用および継続的な改善につとめております。また、当社では情報開示統制に関する審議・調整を行う経営政策
委員会としてディスクロージャー委員会を設置しております。

（2）情報開示統制の有効性評価
    　 　当社グループにおいては、情報開示統制における手続を文書化し、その内容と実施状況を検証すること等によって情報開

示統制全般の有効性を定期的に評価しております。また、情報開示統制の有効性および適切性の確認は、内部監査等を通
じて実施しております。

（3）その他
    　 　当社グループの財務関連役職員が遵守すべき規範を示す「財務関連役職員に係る倫理規範」を制定しております。また、
「会計・監査ホットライン」を設置し、社内外からの会計、財務報告に係る内部統制、監査に係る不適切な事項に関する
通報制度を整備しております。

3．情報開示の方法等
（1）情報開示の方法
    　 　国内外の関係法令および証券取引所規則等で開示が定められている項目については、事業報告・有価証券報告書・統合

報告書（ディスクロージャー誌）への掲載や、国内外の証券取引所の情報伝達システム・プレスリリースでの発表等、所定
の開示手順を踏んでまいります。それ以外の情報についても、公平かつ適時・適切な情報開示につとめます。なお、開示
する情報は、原則当社グループのウェブサイトにも掲載するほか、より公平かつ広範な情報開示を行えるよう、最新の情報
開示手法・ツール等の利用につとめます。

（2）ＩＲ活動
    　 　株主・投資家・証券アナリストといった国内外の市場参加者に対するＩＲ活動は、執行役社長、財務・主計グループ長、
ＩＲ部長およびそれらが指定する役職員を通じて行い、上記１の「基本的な考え方」に則り、双方向性にも留意の上、誠意
を持った対応を旨とし、当社グループの経営戦略や財務状況等に関する内容を的確に理解していただけるようつとめること
で、市場の信頼と正当な評価を得ることを目指します。

    　 　また、国内外の関係法令および証券取引所規則等で開示が定められている項目はもとより、どのような情報が求められて
いるかを的確に捉え、所謂フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守した上で、有効かつ適切な情報を自主的・積極的に
開示すべく努力します。特に重要と思われる情報の開示にあたっては、既にプレスリリース等が行われている場合でも、
臨時の説明会等を実施するなど、必要に応じて臨機応変な対応を行います。

    　 　なお、当社グループへの問い合わせや当社グループが主催または参加する非公開のミーティング・カンファレンス等に
おいては、公平開示等の諸原則を尊重し、既に公開された情報や周知となった事実に関する説明に限定するよう留意いた
します。万一、斯様な説明の場において、インサイダー取引規制の対象となる情報や当社株価等に重要な影響を与える
確定的な決算情報等の重要情報を伝達した場合には、所謂フェア・ディスクロージャー・ルールに従い、可及的速やかに
当該事項を公表する等、必要な対応を行います。

（3）市場との認識ギャップの是正
    　 　風説の流布等により、市場との間において重大な認識ギャップが存在していることが判明した場合には、可及的速やかに

その原因の追求、およびギャップ是正のため努力いたします。
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発足日 2013年7月1日
資本金 1兆4,040億円
所在地 〒100-8176　東京都千代田区大手町1-5-5
代表者 取締役頭取　藤原 弘治
従業員数 27,659人
国内ネットワーク 463
海外ネットワーク 84
ウェブサイト https://www.mizuhobank.co.jp/

発足日 2003年3月12日
資本金 2,473億円
所在地 〒103-8670　東京都中央区八重洲1-2-1

注）  2021年11月22日 以下に移転予定 
〒100-8241　東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

代表者 取締役社長　梅田 圭
従業員数 3,265人
国内ネットワーク 60
海外ネットワーク １
ウェブサイト https://www.mizuho-tb.co.jp/

発足日 2013年1月4日
資本金 1,251億円
所在地 〒100-0004　東京都千代田区大手町1-5-1 

大手町ファーストスクエア
代表者 取締役社長　浜本 吉郎（2021年4月1日就任）
従業員数 7,331人
国内ネットワーク 237
海外ネットワーク 19
ウェブサイト https://www.mizuho-sc.com/

設立日 2003年1月8日
資本金 2兆2,567億円
所在地 〒100-8176　東京都千代田区大手町1-5-5
代表者 執行役社長　坂井 辰史
従業員数 1,949人
ウェブサイト https://www.mizuho-fg.co.jp/

大手町タワー

みずほ丸の内タワー
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注）1. 代表者には代表権があります。
2. 従業員数は、社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んでいます。また、海外の現地採用者を含み、執行役員、嘱託および臨時従業員を含んでいません。
3. 国内ネットワークには本支店・および出張所等、海外ネットワークには支店・出張所・駐在員事務所、および海外現地法人を含みます。
4. みずほリサーチ＆テクノロジーズは、2021年4月1日に、みずほ情報総研とみずほ総合研究所が統合し、商号変更した会社です。

アセットマネジメントOne
　〈みずほ〉と第一生命ホールディングスが出資する資産運用会社と 
して、個人・法人向けの投資信託商品のご提供や、国内外年金基金 
等のお客さまへの投資顧問サービスを、欧米、アジアの海外拠点とも 
連携して行っています。

発足日 2016年10月1日
資本金 20億円
所在地 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
代表者 取締役社長　菅野 暁
従業員数 839人
海外ネットワーク 4
ウェブサイト http://www.am-one.co.jp/

みずほプライベートウェルスマネジメント
　お客さまの大切な資産の管理や運用、事業の承継等、金融に関 
わるご相談から、お客さまご自身やご家族の健康管理、お子さまの 
教育等のご相談まで、お客さま第一で対応するコンサルティング会社
です。

設立日 2005年10月3日
資本金 5億円
所在地 東京都千代田区丸の内1-3-3
代表者 取締役社長　町長 直幸
従業員数 37人

米州みずほ
　銀行・信託・証券を中心とした主要な米国現地法人を傘下に有する
米国銀行持株会社です。世界最大の金融市場である米国でさらなる 
競争力向上を図るため、ガバナンス態勢を強化するとともに、銀行・信託・
証券一体運営を推進し、収益基盤の拡充を実現するために必要な経営
管理等を行っています。

設立日 2016年6月20日
資本金 3,820百万米ドル
所在地 1271 Avenue of the Americas, New York,

NY 10020, USA
代表者 取締役社長　松浦 修司（2021年4月1日就任）
ウェブサイト https://www.mizuhoamericas.com/

ＭＩデジタルサービス
　〈みずほ〉と日本アイ・ビー・エムの合弁会社として、基幹システムの運
用ノウハウと、最新テクノロジーとを融合することにより、高品質かつ効
率性の高いシステム運用サービスを提供しています。

発足日 2020年６月30日
資本金 2千万円
所在地 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 日本IBM本社ビル

11階（2021年5月24日移転）
代表者 取締役社長　藤原 一夫
従業員数 742人
ウェブサイト https://www.ibm.com/jp-ja/about/subsidiaries/mids

みずほリサーチ&テクノロジーズ（注4）
　〈みずほ〉の非金融ビジネスを牽引する中核会社として、お客さまや 
社会に新たな付加価値を提供していきます。
　具体的には、社会・経済の動向やお客さまの課題に関する幅広い 
調査・分析力、課題解決に向けた提言力とコンサルティング力、デジタル 
テクノロジーに関する先端的な技術知見、システム設計力・実装力の 
伝統と実績ある強みを融合して、お客さまが真に必要とするあらゆる
サービスやソリューションの提供等を行っています。

発足日 2021年4月1日
資本金 16億円
所在地 東京都千代田区神田錦町2-3
代表者 取締役社長　大塚 雅広
従業員数 4,605人
海外ネットワーク 3
ウェブサイト https://www.mizuho-ir.co.jp/

日本カストディ銀行
　日本を代表する資産管理専門の銀行として、お客さまからお預かり
した有価証券等の管理に係る事務全般を受託しています。金融インフ
ラとして高品質かつ安定的なサービスを提供するとともに、お客さまの 
多様なニーズに応えるベストパートナーを目指しており、預り資産残高は
国内最大となる約700兆円を有しています。

発足日 2020年7月27日
資本金 510億円
所在地 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエア タワーZ
代表者 取締役社長　田中 嘉一
従業員数 1,878人
ウェブサイト https://www.custody.jp/
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