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本冊子に掲載している各コンテンツについて、より詳
細な情報を当社ウェブサイトに掲載しております。各
ページの下部に掲載しているQRコードを読み取って
いただければ、手軽に閲覧いただけます。

個人投資家の皆さま向け情報は
HPでご覧いただけます。
みずほ　個人投資家 検索

2019年度上期決算～進捗は順調
「5ヵ年経営計画～次世代金融への転換」がスタート

2019年度中間配当金は3円75銭
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株主の皆さまへ
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サステナビリティへの取り組み
認知症サポート信託事例 1

デジタライゼーションへの取り組み
J-Coin Pay事例 2

みずほWallet事例 3

システムに関する取り組み
新勘定系システム「MINORI」移行の完遂事例 4



Top Message

親会社株主純利益は2,876億円となりました。年
度計画4,700億円に対し61%の順調な進捗となっ
ております。また、自己資本につきましては、普
通株式等Tier1比率は12.18％となりました。

　2019年度上期の業績につきましては、顧客部門
にて、海外を中心に好調に推移したことや、構造
改革への取り組みなどによる経費の減少を主因に、

2019年度上期決算～進捗は順調

　当社は、「安定的な自己資本の充実」と「着実な
株主還元」の最適なバランスを図る「規律ある資本
政策」を遂行しております。
　新しい経営計画を踏まえ、2019年度より、新た
な株主還元方針として、「当面は現状の配当水準を
維持しつつ、資本基盤の一層の強化を進め早期の株
主還元拡充を目指す」方針としております。この方
針に基づき、1株当たりの中間配当金は期初の予想
通り3円75銭といたしました。
　今後も5ヵ年経営計画の着実な遂行による資本基
盤強化を通じ、早期の株主還元拡充を目指してまい
ります。

2019年12月

2019年度中間配当金は3円75銭
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 普通株式1株当たり配当金 （円）

普通株式1株当たり中間配当金 3円75銭

中間配当金の総額 952億円

親会社株主に帰属する中間純利益 2,876億円

2019年度中間

2019年3月末2018年3月末 2019年9月末
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■ 上期 ■ 通期

（一時損失処理前）※

 親会社株主純利益 （億円）

　当社グループは、デジタル化や少子高齢化、グ
ローバル化等の経済･産業･社会の構造変化を受け
て急速に進む顧客ニーズや金融業界の構造的変化
を踏まえ、2019年度からの5年間を計画期間とす
る「5ヵ年経営計画～次世代金融への転換」をス
タートいたしました。
　新しい経営計画では、新たな時代の顧客ニーズ
に対応して、顧客との新たなパートナーシップを
構築していく『次世代金融への転換』を実現し、

『来るべき時代において、お客さまから今まで以上
に必要とされ頼りにされる、より強力で強靭な金
融グループ』を形作ってまいります。

「5ヵ年経営計画
～次世代金融への転換」がスタート

「5ヵ年経営計画」の実行を通じ、
『次世代金融への転換』  を進めてまいります。

※ 構造改革への取り組みを踏まえた損失6,954億円反映前

戦　略 業　績 配　当

取締役
執行役社長 グループCEO

株主還元の詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　株主還元 検索

2019年度上期決算の詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　決算説明資料 検索

5ヵ年経営計画の詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　経営計画 検索

トップメッセージの詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　トップメッセージ 検索1 2



Topics
戦　略 業　績 配　当

みずほ銀行の
口座とスマホ決済
ひとつにすれば

無駄がない

口座と連動した
非接触決済

日
本
初1 口座と連動した

チャージ決済
日
本
初2 ApplePayでの

デビット払い対応
日
本
初3

　みずほ銀行の口座をお持ちならすぐに始められる口座直結型のスマ
ホ決済アプリ『みずほWallet』。スマホを通してのデビット払いが可
能で、Suica（iOS版のみ）として使うこともでき、口座残高の確認も
スムーズ。数ある決済サービスと一線を画すアプリです。

みずほWallet
コインレス、カードレスの毎日へ
デジタライゼーションへの取り組み

累計100万ダウンロード突破3
事 例

「認知症サポート信託」の特徴

みずほ信託銀行が、医療費・介護費等へ
の支払いを確認

次順位の手続代理人の指定やご家族・市
区町村（地域包括支援センター）への連
絡にも対応

認知症診断書のご提出後は、ご本人さま
による解約を制限したうえでのサービ
ス利用が可能　「認知症になった場合でも、自分のお金が自分の生活費、医療

費などに使われるように今から備えたい」「認知症の自分を介護
する家族が、金銭の管理や費用の支払いで困らないように、その
負担をできるだけ軽くしてあげたい」…そのような声にお応えし、
みずほ信託銀行では、特約付き金銭信託「認知症サポート信託」
の取り扱いを開始いたしました。

認知症サポート信託
人生100年時代に安心・安全を
サステナビリティへの取り組み

1
事 例

導入の効果

サービス
提供力向上 コスト削減

システム
安定性向上

事務効率化
ペーパーレス化

　昨年より進めてまいりました新システムへの移行が、本年7月をもって
完了いたしました。株主さま、お客さまのご理解とご協力に、心より御
礼申しあげます。
　今後、新たな時代のお客さまニーズに対して金融の枠を超えた＋αの
ソリューションを提供することで「金融を巡る新たな価値」を創り出し
ていきます。

新勘定系システム「MINORI」移行の完遂
システムに関する取り組み

4
事 例

お金のやり取りが、こんなに変わる！

飲み会の割り勘がスマホでスムーズ！

QRコードでお財布なしのササッと会計！

スマホがATM代わりになって、とても便利

　『J-Coin Pay』は、銀行口座に必ず紐付いたサー
ビスであり、“銀行の安心・安全”と“利便性”の
提供が可能です。『送る』、『送ってもらう』、『支払
う』というお金に関するさまざまな行為がスマホ上
で完結できることに加え、金融機関の預金口座との
入出金についても、スマホのアプリを使い、『いつ
でも・どこでも・無料』で簡単にできます。

2
事 例

J-Coin Pay
あなたのスマホに、ATMを
デジタライゼーションへの取り組み

サービスリリース時目標

参画金融機関

以上70
加盟店

以上30万
アクティブユーザー

以上650万

新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

法人 産業構造変化の中での事業展開の戦略的パートナー

市場 多様な仲介機能を発揮する市場に精通したパートナー

個人
・

オーナー 新たな社会におけるライフデザインのパートナー 事例 1 事例 2 事例 3

本冊子では、個人・オーナーさまに対する「新たな価値」の創造や、
それを支える経営基盤の改革について、具体的事例をご紹介します。

人材・職場チャネル グループ会社

ビジネスを支える経営基盤

＜みずほ＞は「金融を巡る新たな価値」を創造することによる
お客さまとの新たなパートナーシップの確立と

経営基盤の改革に取り組んでおります。

IT・デジタル
事例 4

※既に約90の金融機関が参画済み

サステナビリティへの取り組みの詳細は
HPでご覧いただけます。
みずほ　サステナビリティ 検索

認知症サポート信託の詳細は
HPでご覧いただけます。
みずほ　認知症サポート信託 検索

J-Coin Payの詳細は
HPでご覧いただけます。
J-Coin Pay 検索

みずほWalletの詳細は
HPでご覧いただけます。
みずほWallet 検索

市場に対する取り組み事例は
HPでご覧いただけます。
みずほ　サステナブル・ファイナンス 検索

法人のお客さまに対する取り組み事例は
HPでご覧いただけます。
みずほ　イノベーション企業支援 検索

事例 5

事例 6

事例 5 事例 6
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決算ハイライト
戦　略 業　績 配　当

※1  2行合算のETF関係損益、みずほ証券連結の営業有価証券等
損益の合計値△79億円（前年同期比△478億円）

※2  経費（除く臨時処理分）－のれん等償却
※3  連結粗利益－経費（除く臨時処理分）＋持分法による投資損

益等連結調整
※4  顧客部門：リテール・事業法人カンパニー、大企業・金融・

公共法人カンパニー、グローバルコーポレートカンパニー、
アセットマネジメントカンパニーの合計

※5  市場部門：グローバルマーケッツカンパニー
※6  前年同期の計数を2019年度管理会計ルールベースに組み替

えて算出
※7  親会社株主に帰属する中間純利益
※8  グローバルマーケッツカンパニーにはETF関係損益、FG連

結にはETF関係損益等を含む
※9  業務粗利益－経費（除く臨時処理分等）＋持分法による投資

損益－のれん等償却

※10  金融再生法開示債権（信託勘定を含む）
※11  その他有価証券で時価のあるもの
※12  取得原価
※13  カウンター・シクリカル・バッファーを除く

■  連結業務純益 + ETF関係損益等は、年度計画6,000億円に対し、56%の進捗 
顧客部門が牽引し、前年同期比増加

■  親会社株主純利益は、年度計画4,700億円に対し、61%の進捗 
連結業務純益外で前年に計上した大口要因の剥落を主因に前年同期比減少

■ 貸借対照表
（ ）内は2019/3末比

連結 ■ 金融再生法開示債権
（兆円）

18/3末

15,648

17/3末

16,875

14,198

19/3末 19/9末

13,822

■ 株式残高 ※11 ※12

（億円）
連結

収益の状況 （億円） （億円）

19年度中間期 前年同期比

連結粗利益 ＋ ETF関係損益等 ※1 10,227 △287

経費（除く臨時処理分等） ※2 △6,884 +342

連結業務純益 ※3 ＋ ETF関係損益等 ※1 3,408 +99

　うち顧客部門 ※4 2,179 +136

　うち市場部門 ※5 1,269 △41

（連結業務純益） ※3 （3,488） （+577）

与信関係費用 △112 △410

株式等関係損益 － ETF関係損益等 ※1 553 △546

経常利益 3,964 △704

特別損益 △50 △117

親会社株主純利益 ※7 2,876 △716

※6

※6

業務純益 ※8 ※9

19年度中間期 前年同期比 ※6

リテール・事業法人カンパニー 8 +16
大企業・金融・公共法人カンパニー 1,185 △16
グローバルコーポレートカンパニー 931 +158
グローバルマーケッツカンパニー 1,269 △41
アセットマネジメントカンパニー 55 △22
カンパニー合計 3,447 +95

● 普通株式等Tier1比率
Tier1はBIS（国際決済銀行）が定める銀行の自己
資本の中の基本的項目で、普通株式等Tier1は、
Tier1のうち特に資本性の高い普通株式等で構
成されます。リスク・アセットに対する普通株式
等Tier1の比率が普通株式等Tier1比率で、銀行
の健全性を示す指標として用いられています。

用語解説

決算の
ポイント

あおまる

みずほ公式キャラクター
©2019 Mizuho Financial Group,Inc.

自己資本についての詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　自己資本 検索

2019年度上期決算の詳細はHPでご覧いただけます。

みずほ　決算説明資料 検索

FG連結 3,408 +99
94兆円

（+2.0兆円）

その他

79兆円
（+1.1兆円）

貸出金

8兆円
（△0.2兆円）

純資産

56兆円
（+2.5兆円）

その他

139兆円
（+1.6兆円）

預金・譲渡性預金

30兆円
（+0.6兆円）

有価証券

日本国債 12.0兆円（△0.9兆円）
外国債券 9.3兆円（+1.4兆円）
株式 3.3兆円（△0.1兆円）

総資産 204兆円（+3.9兆円）

2019/3末 2019/9末
⑴ 普通株式等Tier1比率 12.76% 12.18% 8.0%
⑵ Tier1比率 15.94% 15.11% 9.5%
⑶ 総自己資本比率 18.85% 17.92% 11.5%
⑷ レバレッジ比率 4.42% 4.34% 3.0%

自己資本の状況

カンパニー別業績
グループ合算、管理会計

連結 ※10

求められる
水準

※13連結

■ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
■ 危険債権 ■ 要管理債権 不良債権比率

18/3末

0.62

17/3末

0.92

0.61

19/3末 19/9末

0.66

0.70%
1.06% 0.70% 0.74%
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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

株式実務に関する情報は
HPでご覧いただけます。
みずほ　株式事務 検索
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