
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

第四種優先株式 64,500

第五種優先株式 85,500

第十三種優先株式 3,000,000

計 23,150,000

（注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる」旨定款に定めております。

     　　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,006,205 同左　 ──

完全議決権株式

であり、当行に

おける標準とな

る株式

(注)１

第四回第四種

優先株式
64,500 同左 ── (注)１、２

第五回第五種

優先株式
85,500 同左 ── (注)１、３

第十回第十三

種優先株式
1,800,000 同左 ── (注)１、４

計 11,956,205 同左 ── ──

　（注）１．当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。」

　なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定め

はありません。

２．第四回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記（5）「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当

および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容として

おります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万7,600円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万3,800円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。
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②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×2,035,700円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×2,035,700円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第五種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位と

し、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。
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３．第五回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記(5）「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当お

よび残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としてお

ります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万2,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万1,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×2,031,500円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×2,031,500円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。
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(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第五種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位と

し、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。

４．第十回第十三種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記(5）「議決権条項」に記載するとおりであり、普通株式に対し

ては剰余金の配当および残余財産の分配に関して優先すること、第四種および第五種の優先株式に対しては剰

余金の配当および残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていること

を踏まえて、議決権を有しない内容としております。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年１万6,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき

8,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき20万円を支払う。

優先株主に対しては、上記20万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。　

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
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③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。　

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×212,000円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×212,000円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　株主総会において議決権を有しない。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、第四種および第五種の

優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に劣後する順位とする。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当ありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当ありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当ありません。

- 75 -



（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数

（株）

発行済株式総数
残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額
（千円）

資本準備金残高
（千円）

平成20年３月14日
（注）１

518,403 6,580,387 ── 650,000,000 ── 762,345,829

平成20年３月25日
（注）２

△184,583 6,395,804 ── 650,000,000 ── 762,345,829

平成21年６月24日
（注）３

―― 6,395,804 ── 650,000,000 △321,638,404 440,707,425

平成21年８月31日
（注）４

1,000 6,396,804 50,000,000 700,000,000 50,000,000 490,707,425

平成23年３月22日
（注）５

3,592,839 9,989,643 ── 700,000,000 ── 490,707,425

平成23年３月28日
（注）６

1,966,562 11,956,205 ── 700,000,000 ── 490,707,425

（注）１．平成20年３月14日に株主からの取得請求に基づき、第三回第二種、第六回第六種、第七回第七種、第八回第

八種および第九回第九種の各種優先株式全株合計184,583株を取得し、それと引換えに普通株式518,403株を

交付しております。これにより、発行済株式総数は518,403株増加しております。

２．平成20年３月14日付で取得した優先株式全株合計184,583株を、平成20年３月25日に消却しております。こ

れにより、発行済株式総数は184,583株減少しております。

３．資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。

４．有償　株主割当（普通株式 1,000株）　発行価格 100,000千円　資本組入額 50,000千円

５．平成23年３月22日に株主からの取得請求に基づき、第四回第四種、第五回第五種および第十回第十三種の各

種優先株式合計1,949,997株を取得し、それと引換えに普通株式3,592,839株を交付しております。これによ

り、発行済株式総数は3,592,839株増加しております。

６．平成23年３月28日に株主からの取得請求に基づき、第十回第十三種優先株式1,772,689株を取得し、それと

引換えに普通株式1,966,562株を交付しております。これにより、発行済株式総数は1,966,562株増加してお

ります。
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（６）【所有者別状況】

①　普通株式

 平成24年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── ── 1 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 10,006,205 ── ── ── 10,006,205 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 100.00 ── ── ── 100.00 ──

　

②　第四回第四種優先株式

 平成24年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 64,499 64,500 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式64,499株は、「個人その他」に記載しております。

　

③　第五回第五種優先株式

 平成24年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 85,499 85,500 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式85,499株は、「個人その他」に記載しております。

　

④　第十回第十三種優先株式

 平成24年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 1,799,999 1,800,000 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式1,799,999株は、「個人その他」に記載しております。
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（７）【大株主の状況】

 平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ
東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 10,006,208 83.69

計 ── 10,006,208 83.69

（注）当行は、自己株式として第四回第四種優先株式64,499株、第五回第五種優先株式85,499株および第十回第十三種

優先株式1,799,999株の計1,949,997株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合16.30％）を所有しております

が、上記大株主からは除外しております。

　

　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は以下のとおりであります。

 平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ
東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 10,006,205 100.00

計 ── 10,006,205 100.00
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式   1,950,000 ──
優先株式の内容は、

「１．株式等の状況」

「(1）株式の総数等」

「②発行済株式」

（注）２、３、４に記載

のとおりであります。

（注）

　 第四回第四種優先株式 64,500 ──

　 第五回第五種優先株式 85,500 ──

　 第十回第十三種優先株式 1,800,000 ──

議決権制限株式（自己株式等） ── ── ──

議決権制限株式（その他） ── ── ──

完全議決権株式（自己株式等） ── ── ──

 完全議決権株式（その他） 普通株式　10,006,205 10,006,205

完全議決権株式であり、

当行における標準となる

株式であります。

（注）

端株 ── ── ──

発行済株式総数 11,956,205 ── ──

総株主の議決権 ── 10,006,205 ──

　（注）　当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。」

なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定めは

ありません。

　

②【自己株式等】

 平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

── ── ── ── ── ──

計 ── ── ── ── ──
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当ありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当ありません。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当ありません。

 　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式  ―  ―  ―  ―

消却の処分を行った取得自己株式 ―  ―  ―  ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
―  ―  ―  ―

その他 ―  ―  ―  ―

保有自己株式数 1,949,997  ― 1,949,997  ―

（注）上記の保有自己株式数はいずれも、第四回第四種優先株式64,499株、第五回第五種優先株式85,499株および第十

回第十三種優先株式1,799,999株を合計したものであります。
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３【配当政策】

　剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして決

定させていただきたいと考えております。また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び将来の事業発展

のための原資として活用させていただきたいと考えております。

　当行は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うこととしており、その決定機関は株主総会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通株式につきましては、１株につき9,075円とし、各種

優先株式につきましては、それぞれ所定の配当とさせていただきました。

　なお、当行は会社法第454条第５項に基づき、「取締役会の決議をもって、毎年９月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類
配当金の総額
（円）

一株当たり配当額
（円）

　 普通株式     90,806,310,375                  9,075

平成24年６月25日 第四回第四種優先株式 47,600 47,600

定時株主総会 第五回第五種優先株式 42,000 42,000

 第十回第十三種優先株式 16,000 16,000

 合計 90,806,415,975 ―

　

４【株価の推移】

　当行株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
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５【役員の状況】
 （平成24年６月27日現在）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数

（株）

取締役頭取

(代表取締役)
   塚本 隆史 昭和25年8月2日生

平成14年４月　株式会社みずほコーポレート銀

行執行役員人事部長

平成15年３月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ常務執行役員リスク管

理グループ長兼人事グループ長

兼人材開発室長

平成16年２月　常務執行役員リスク管理グルー

プ長兼人事グループ長

平成16年４月　株式会社みずほコーポレート銀

行常務執行役員欧州地域統括役

員

平成18年３月　常務取締役企画グループ統括役

員兼財務・主計グループ統括役

員

平成19年４月　取締役副頭取

平成20年４月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ副社長執行役員財務・

主計グループ長

平成20年４月　株式会社みずほフィナンシャル

ストラテジー取締役社長（平成

21年４月まで）

平成20年６月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ取締役副社長財務・主

計グループ長

平成21年４月　取締役社長人事グループ長

平成22年４月　取締役社長

平成23年６月　当行取締役頭取（現職）

平成23年６月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ取締役会長（現職）

平成23年６月

から２年
―

取締役副頭取

(代表取締役)

店舗部

担当役

員

矢野 正敏　 昭和31年8月3日生

平成18年３月　当行本店長

平成19年４月　執行役員本店長

平成21年４月　常務執行役員

平成23年４月　取締役副頭取

平成24年４月　取締役副頭取店舗部担当役員

（現職）　

平成23年４月

から２年

(注)1

―

取締役副頭取

(代表取締役)

営業店

業務部

門長

種橋 牧夫　昭和32年3月13日生

平成18年３月　株式会社みずほコーポレート銀

行執行役員業務監査部長兼内部

監査統括役員付コーポレートオ

フィサー兼ヒューマンリソース

マネジメント部審議役

平成20年４月　常務執行役員営業担当役員

平成21年４月　当行常務執行役員

平成23年６月　取締役副頭取

平成24年４月　取締役副頭取営業店業務部門長

（現職）　

平成23年６月

から２年
―

取締役副頭取

(代表取締役)

内部監

査部門

長

中野　武夫 昭和31年6月28日生

平成16年４月　株式会社みずほコーポレート銀

行財務・主計グループ統括役員

付シニアコーポレートオフィ

サー

平成19年４月　当行執行役員小舟町支店長

平成21年４月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ常務執行役員リスク管

理グループ長兼コンプライアン

ス統括グループ長兼財務・主計

グループ担当

平成22年４月　常務執行役員財務・主計グルー

プ長

平成22年４月　株式会社みずほフィナンシャル

ストラテジー取締役社長（平成

24年４月まで）

平成22年６月　株式会社みずほフィナンシャル

グループ常務取締役財務・主計

グループ長

平成23年４月　常務取締役財務・主計グループ

長兼ＩＴ・システム・事務グ

ループ担当

平成24年４月　取締役（平成24年６月まで）

平成24年４月　当行取締役副頭取内部監査部門

長（現職）　

平成24年４月

から２年

(注)2　

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数

（株）

取締役    佐藤 康博 昭和27年4月15日生

平成15年３月　株式会社みずほコーポレート

銀行執行役員インターナショナ

ルバンキングユニット・シニア

コーポレートオフィサー

平成16年４月　常務執行役員営業担当役員

平成18年３月　常務取締役コーポレートバン

キングユニット統括役員

平成19年４月　取締役副頭取内部監査統括役

員

平成21年４月　取締役頭取（現職）

平成21年６月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ取締役

平成23年６月　当行取締役（現職）

平成23年６月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ取締役社長（グルー

プCEO）（現職）

平成23年６月

から２年
―

常勤監査役  千葉 裕太 昭和33年8月23日生

平成17年10月　当行本所支店長

平成19年４月　丸之内支店長

平成20年11月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ監査業務部長

平成23年６月　当行常勤監査役（現職）

平成23年６月

から４年
―

監査役

(非常勤)
 繁治 義信 昭和31年4月30日生

平成18年３月　当行執行役員名古屋中央支店

長

平成19年７月　執行役員名古屋中央支店名古

屋中央支店法人部長

平成20年４月　執行役員法人業務部長

平成22年１月　執行役員法人業務部長兼法人

業務部企業金融サポート室長

平成22年４月　常務執行役員

平成23年４月　理事

平成23年６月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ常勤監査役（現職）

平成23年６月　みずほ証券株式会社監査役

（現職）

平成24年６月　当行監査役（現職）　

 

平成24年６月

から４年

―

監査役

(非常勤)
 今井 功 昭和14年12月26日生

昭和39年４月　東京地方裁判所判事補任官

平成14年２月　仙台高等裁判所長官

平成14年11月　東京高等裁判所長官

平成16年12月　最高裁判所判事

平成21年12月　退官

平成22年４月　第一東京弁護士会入会

平成22年４月　ＴＭＩ総合法律事務所顧問

（現職）

平成23年６月　株式会社みずほコーポレート

銀行監査役（現職）

平成23年６月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ　監査役（現職）

平成24年６月　当行監査役（現職）

平成24年６月

から４年
―

監査役

（非常勤）
 長谷川 俊明昭和23年９月13日生

昭和52年４月　第一東京弁護士会入会

昭和57年１月　大橋・松枝・長谷川法律事務

所　パートナー

平成２年１月　長谷川俊明法律事務所開設

平成８年１月　株式会社富士銀行顧問弁護士

平成12年６月　監査役（平成14年３月まで）

平成12年９月　株式会社みずほホールディン

グス監査役（平成17年10月株式

会社みずほフィナンシャルスト

ラテジーに社名変更）(平成20

年６月まで)

平成14年４月　当行監査役（現職）

平成15年１月　株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ監査役（平成18年６

月まで）

平成18年３月　株式会社みずほコーポレート

銀行監査役（現職）

平成23年６月

から４年
―

計 ―

　（注）1　平成23年4月1日付の臨時株主総会での選任後平成24年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

        2　平成24年4月2日付の臨時株主総会での選任後平成25年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　　　3　監査役のうち、今井功および長谷川俊明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当グループは、経営体制のスリム化とスピード経営の実践に努めるとともに、社外取締役の招聘等によりコーポ

レート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指すととも

に、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規

範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行してまいります。

なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営

管理を受けております。

また、当グループは、「みずほの企業行動規範」を制定し、以下の基本方針を定めております。

・社会的責任と公共的使命

日本を代表する総合金融グループとして、社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任に基づく

健全な経営に徹します。また、社会とのコミュニケーションを密にし、企業行動が社会常識と調和するよう努

めます。

・お客さま第一主義の実践

お客さまを第一と考え、常に最高のサービスを提供します。また、お客さまの信頼を得ることが、株主、地

域社会その他全てのステークホルダー（利害関係者）から信頼を得るための基盤と考えます。

・法令やルールの遵守

あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行し

ます。また、国際ルールや世界の各地域における法律の遵守はもちろん、そこでの慣習・文化を尊重します。

・人権の尊重

お客さま、役員及び社員をはじめ、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重して行動するとともに、人権尊重

の精神に溢れた企業風土を築き上げます。

・反社会的勢力との対決

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。

②会社の機関内容

当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、顧

客セグメント別・機能別の法的分社経営を行い、グループ各社の専門性向上とお客さまニーズへの適応力強化を一

段と進めることで、企業価値の極大化に取り組んでおります。

なお、株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行、株式会社みずほコーポレート銀行は、当行と株式会社

みずほコーポレート銀行の法的統合に先立ち、合併によるシナジー効果を前倒しかつスピーディーに実現すること

を目的として、平成24年４月から、実質ワンバンク体制をスタートしております。

具体的には、（ⅰ）企画・管理部門の一元化、（ⅱ）両行の顧客・プロダクツ・市場部門の組織横断的な再編

および新ユニットの構築を実施しております。

（ⅰ）企画・管理部門

・分掌機能毎にグループ・部門を再編し、原則として担当役員および部長は、株式会社みずほフィナン

シャルグループ、当行、株式会社みずほコーポレート銀行の３社を兼務

・なお、企画・管理部門を担当する株式会社みずほフィナンシャルグループの役員については、原則とし

て、みずほ信託銀行株式会社の担当役員（副）を兼務

（ⅱ）顧客・プロダクツ・市場ユニット

・お客さまに対する営業推進体制については、セグメントを「大企業法人ユニット」「事業法人ユニッ

ト」「金融・公共法人ユニット」「リテールバンキングユニット」「個人ユニット」「国際ユニット」

の６つのユニットに再編成

・各種プロダクツ機能を提供する組織については、「投資銀行ユニット」「トランザクションユニット」

「アセットマネジメントユニット」の３ユニットに再編成

・市場機能を提供する組織については、当行・株式会社みずほコーポレート銀行横断的な「市場ユニッ

ト」として集約

・なお、それぞれのユニットを統括する役員については、原則として当行・株式会社みずほコーポレート

銀行を兼務

こうした体制を構築することで、お客さまの利便性を一段と向上させるとともに、グループガバナンスの強化

とグループ経営効率の改善を図り、グループ収益の極大化に努めてまいります。

（取締役及び取締役会）

　当行の取締役会は、５名により構成し、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行

役員の職務の執行を監督しております。
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（監査役）

　当行は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち２名は社外監査役であります。監査役会は、監査に関する

重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。

（業務執行）

　経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。

　業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当行の業

務を統括しております。

　なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、業務執行に関する重要な事項を審議しており

ます。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、各役員の担当業務を横断する全行的な諸問題につ

いて総合的に審議・調整を行っております。

　＜経営政策委員会＞

○ポートフォリオマネジメント委員会

ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策等に関する審議・調整及びポートフォリオモ

ニタリング等を行っております。

○ＡＬＭ・マーケットリスク委員会

ＡＬＭに係る基本方針やリスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及び実績管

理等を行っております。

○ＩＴ戦略委員会

ＩＴ戦略の基本方針やＩＴ関連投資計画、ＩＴ関連投資案件にかかる投資方針、システムリスク管理、特定の

大型プロジェクト案件の実行計画等に関する審議・調整及びＩＴ関連投資案件の投資効果の評価等を行っており

ます。

○新商品委員会

新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取組みに関するビジネスプラン、各種リスク・コンプライア

ンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、及び新商品・サービス開発・販売状況の把握・管理等を

行っております。

○クレジット委員会

大口与信先の与信方針、個別与信案件等の審議・調整等を行っております。

○コンプライアンス委員会

外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１名）が特別委員として参加し、コンプライアンスや反社会的勢力へ

の対応、事故処理に関する審議・調整等を行っております。

○情報管理委員会

情報管理に関する各種施策の推進状況や情報セキュリティにかかるリスク管理、個人情報保護法対応、情報管

理に関する各種規程類等についての審議・調整等を行っております。

○ディスクロージャー委員会

情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する事項の審議・調整等を行っております。

○お客さま保護等管理委員会

お客さま保護等に関する基本方針・各種基準、年度計画の策定等に関する審議・調整等を行っております。

○金融円滑化管理委員会

金融円滑化管理に係る基本方針や、金融円滑化管理に関する年度計画の策定、年度計画の進捗状況等に関する

事項の審議・調整等を行っております。

また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の９つの委員会を設置、必要の都度開催し、それぞ

れの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。

○事業継続管理委員会

「事業継続管理の基本方針」に関わる業務運営についての方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○人権啓発推進委員会

人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○障害者雇用促進委員会

障害者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○社会貢献委員会

社会貢献活動に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○環境問題委員会

地球環境問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○預金者データ整備等推進委員会

預金保険法を踏まえた預金者のデータ整備や金融機関の対応が求められる事項等について適切な取組みを行う

ため、協議、周知徹底、推進を行っております。
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○オペレーショナルリスク管理委員会

オペレーショナルリスク管理に関する事項についての協議、推進、情報共有を行っております。

○女性活躍推進委員会

女性活躍の推進状況の把握と推進諸施策の協議、周知徹底を行っております。

○ＣＳ推進委員会

お客さまからの評価の状況、ＣＳ向上への取組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

（内部監査部門等）

当行は、頭取傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の

決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項について

は、すべて取締役会に報告しております。

なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のうえ、

業務監査委員会傘下の独立部門としております。

業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１

名）が特別委員として参加しております。

＜当行のコーポレート・ガバナンス体制＞

③取締役の定数

当行の取締役は、９名以内とする旨、定款に定めております。

④取締役の選解任の決議要件

当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の解任決議については、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって

行う旨、定款に定めております。

⑤中間配当の決定機関

当行は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利

益還元を行うことを目的とするものであります。
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⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件

当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。また、種類株主総会の特別

決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。

⑦内部統制の仕組み

（内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況）

当行では、業務運営部門における自店検査に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニ

タリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監査部門に属す

る内部監査所管部署が業務運営部門ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を

実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。

なお、当行では、情報管理の重要性を踏まえ、関連規程の整備を行い、情報管理委員会及び担当組織の設置を行

うとともに、研修等を通じて情報管理体制の強化を推進しております。

また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図っており

ます。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況）

当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みず

ほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する、との

基本方針を定めております。

反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライ

アンスの遵守状況を一元的に把握、管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との対

決」をグループ共通の重点施策として位置付けております。

また、当行においては、対応統括部署や不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体

制整備に努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、公明正大に対処しております。

＜当行の内部統制の仕組み＞

（業務の適正を確保するための体制）

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において

決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当行は、「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等のコンプライアンス関連規

程において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を定めてお

ります。

・具体的には、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コン

プライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践

計画としてコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップしており

ます。また、反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、上記計画

において、「反社会的勢力の排除」を重点施策として位置付けております。

・当行の取締役会において、上記の「コンプライアンスの基本方針」等に基づく体制を、取締役・使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として決議しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当行は、「情報セキュリティポリシー」等の情報管理関連規程において、情報の保存・管理等に関する体制

を定めており、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理についても、これらの規程に基づいて保存・管理

等を行っております。
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・具体的には、取締役会・経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保

存期限を定める等の必要な保存・管理を実施しております。

・当行の取締役会において、上記の「情報セキュリティポリシー」等に基づく体制を、取締役の職務の執行に

係る情報の保存及び管理に関する体制として決議しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当行は、「総合リスク管理の基本方針」をはじめとする各種リスク管理の基本方針等のリスク管理関連規程

において、損失の危険の管理に関する体制を定めております。

・具体的には、各種リスクの定義、リスク管理を行うための体制の整備と人材の育成等を定め、リスクを定

性・定量的に把握するとともに、経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行ってお

ります。

・当行の取締役会において、上記の「総合リスク管理の基本方針」等に基づく体制を、損失の危険の管理に関

する規程その他の体制として決議しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等の規

程において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定めております。

・具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権

限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を

確保しております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役の職務の執行が効率的に行わ

れることを確保するための体制として決議しております。

５．当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当行は、当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間の「グループ経営管理契約」等

において、企業集団の業務の適正を確保するための体制を定めております。

・具体的には、当行は、「グループ経営管理契約」に基づき、株式会社みずほフィナンシャルグループより直

接経営管理を受けるとともに、株式会社みずほフィナンシャルグループが定めた基準に従い、当行が経営管

理を行う子会社・関連会社について経営管理を行っております。

・当行の取締役会において、上記の「グループ経営管理契約」等に基づく体制を、当行並びにその親会社及び

子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として決議しております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当行は、「組織規程」において、監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助に関する事項及び監査役会事務局に関する事項を所管する監査役室を設置

し、監査役の指示に従う監査役室長がその業務を統括しております。

・当行の取締役会において、上記の「組織規程」に規定する事項を、監査役がその職務を補助すべき使用人を

置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項として決議しております。

７．監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・当行は、「取締役会規程」の付則において、監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する

事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助使用人に係る人事及び組織変更については、事前に監査役会が指名した監査

役と協議することとしております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」の付則に規定する事項を、監査役職務を補助すべき使用

人の取締役からの独立性に関する事項として決議しております。

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」等において、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体

制を定めております。

・具体的には、取締役会、経営会議等への監査役の出席について規定するとともに、頭取宛稟議の監査役への

回覧、コンプライアンス・ホットラインの通報内容の報告、内部監査結果の報告等の体制を整備しておりま

す。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役及び使用人が監査役に報告を

するための体制その他の監査役への報告に関する体制として決議しております。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当行は、「内部監査の基本方針」等において、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

を定めております。

・具体的には、内部監査部門、監査役及び会計監査人が、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監

査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係しております。

・当行の取締役会において、上記の「内部監査の基本方針」等に基づく体制を、その他監査役の監査が実効的

に行われることを確保するための体制として決議しております。

⑧内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(専任スタッフ302名)・資産監査部（専任スタッフ33名）を

設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
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当行の内部監査の結果については、担当役員である内部監査部門長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委

員会に報告する体制としております。

監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、重要

な書類等を閲覧し、本部及び営業店における業務及び財産の状況等を調査し、必要に応じて、子会社、会計監査人

からの報告聴取等を実施すること等により、取締役の職務執行を監査しております。

なお、当行では、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監

査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。

また、会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見交

換しております。

当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、江見睦生、三浦昇、鶴森寿士、西田裕志の計４名であり、新日本

有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しており

ます。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当行の会計監査に一定期間を超えて関与することのな

いよう措置をとっております。また、当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士21名、会計士補等15名、その他

13名であります。

⑨会社と会社の社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当行と社外監査役との間には、記載すべき利害関係はありません。

⑩社外監査役との責任限定契約

当行は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外監査役が職務を行うにつ

き善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結しておりま

す。

⑪種類株式の議決権

当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種

及び第五種の優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その

議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは

議決権を有する。」旨定款に規定しております。第四回第四種優先株式及び第五回第五種優先株式は、剰余金の配

当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容となっており

ます。また、第十回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先する

こと、第四種及び第五種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金

の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。

⑫役員報酬の内容

当行の取締役に対する報酬額及び監査役に対する報酬額は、以下のとおりであります。

取締役に対する報酬額  ８名に対し280百万円

監査役に対する報酬額  ５名に対し60百万円
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 149 11 153 11

連結子会社 130 8 123 9

計 279 20 277 20

（注）「監査公認会計士等」とは、開示府令第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等であります。

なお、上記報酬の内容は、当行の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人に対する報酬であります。

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度　

当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク

（Ernst & Young Global Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、税務業務に基づく報酬を支

払っております。

当連結会計年度　

当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク

（Ernst & Young Global Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬、

税務業務等に基づく報酬を支払っております。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務、会計または規制上

の報告事項に関連する合意された監査手続及び調査、助言・レビュー業務等であります。

当連結会計年度

当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務、会計または規制上

の報告事項に関連する合意された監査手続及び調査、助言・レビュー業務等であります。

④【監査報酬の決定方針】

当行の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定

しております。
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