
期中間第19
株主の皆さまへ
2020年4月1日 ▶ 2020年9月30日
今回より環境に配慮し、ウェブ掲載のみとしております。
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株主さま向けアンケートを実施しております。
今回の記事・内容につきまして、

ご意見・ご感想をお聞かせ願います。

株主さま向けアンケートはこちら

https://www.e-kabunushi.com/research/access_cd/830228
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　〈みずほ〉は、社会・経済・産業の構造変
化をいち早くとらえ、Afterコロナの社会に
おけるお客さまや社会の新たな課題に真摯に
向き合い、グループ一体でサポートすること
で、お客さまとの新たなパートナーシップを
構築し、『次世代金融への転換』を目指して
いきます。

　全役職員一丸となって企業価値向上に努め
てまいりますので、株主の皆さまにおかれま
しては、引き続き、変わらぬご支援を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

コロナ後の世界を見据えて
もっと強くなる

取締役
執行役社長 グループCEO

Top Message

Top Message

トップメッセージの詳細はこちら

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/t_message/fg_message.html
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連結業務純益等は、顧客・市場部門ともに堅調に推移し前年同期比増加
年度計画5,700億円に対し、73％の進捗率
与信関係費用は、予防的な引当も行い国内外で費用発生
年度計画△2,000億円に対し、40％の水準
親会社株主純利益は年度計画3,200億円に対し、
67％の進捗率と順調に推移
中間期実績等を踏まえ、
親会社株主純利益の年度業績予想を3,500億円に上方修正

2020年度
中間期

2023年度

1.2%

7.4%

2018年度

一時損失処理前

5.5%

FY20当初計画
4.0%

7%～8%程度

▶ 連結ROE ※3

2020/9末

8.2%

2019/3末

8.8%
9%台前半

▶ 普通株式等Tier1（CET1）比率の目指す水準 ※4

2020年度
中間期

2023年度2018年度

4,194億円
4,083億円

9,000億円
程度

FY20当初計画
5,700億円6,031億円

一時損失処理前

▶ 連結業務純益 ※2

2020/9末 2022/3末2019/3末

12,115億円 3,000億円
削減

14,198億円

△2,083
進捗率
69%

▶ 政策保有株式削減の取組み ※5

〈みずほ〉の決算情報

（億円） 2020年度中間期 前年同期比
親会社株主純利益 ※1 2,155 △721
　連結業務純益等 ※2 4,194 +785
　与信関係費用 △812 △699
　株式等関係損益等 △504 △1,058
普通株式等Tier1比率 11.57% △0.61%

※1 親会社株主に帰属する中間純利益
※2 連結粗利益 ー 経費（除く臨時処理分） + 持分法による投資損益等連結調整（ETF関係損益等を含む）

■ 決算ハイライト（連結）

■ 5ヵ年経営計画の財務目標およびその他主要計数に対する実績値

財務目標

その他
主要計数

※3 その他有価証券評価差額金を除く
※4 バーゼルⅢ新規制（規制最終化）完全適用ベース、その他有価証券評価差額金を除く。ヘッジ取引による株式含み益の一部固定化効果を含む
※5 その他有価証券のうち時価のあるもの、取得原価ベース

決算情報

2020年度上期決算の詳細はこちら

みずほ公式キャラクター
©2020 Mizuho Financial Group,Inc.

あおまる

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/financial/summary/data2103_2q.html
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配当について
2020年度中間配当金※1は3円75銭
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

中間配当金の総額

952億円 2,155億円

親会社株主に帰属する
中間純利益

12月4日2020年 12月7日2020年

中間配当計算書類発送日 中間配当金支払い開始日

株主還元方針

■ 資本蓄積を進め早期の資本活用フェーズへの転換を目指します

配当

※1  2020年9月末基準(株式併合前)

株主還元・配当情報はこちら

現状の配当水準維持 資本活用フェーズへ

新型コロナウイルス感染症再拡大による
低下リスクは残存

資産の効率化と
資本蓄積を通じた
比率の改善

9.0%

8.0%

成長投資
／株主還元

ストレス耐性
確保水準

目指す水準

5ヵ年経営計画
公表時の想定

9%台前半

20/9末 8.8%

当初計画を上回り
資本蓄積は進展

コロナ禍においても
比率低下を回避

※2  除くその他有価証券評価差額金（ヘッジ取引による株式含み益の一部固定化効果を含む）

普通株式等Tier1比率（バーゼルⅢ新規制完全適用ベース）   の見通し※2

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/dividend.html
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■ コロナ禍におけるお客さまの資金繰り支援

■ J-Coin基金の設立

〈みずほ〉は、お客さまや経済に必要不可欠な決済や信用供与などの
金融機能を維持し、生活や社会の支援に全力で取り組んでまいりました。
同時に、コロナ後を展望し、「金融そのものの価値」を超えて非金融
を含めた「金融を巡る新たな価値」の創造に取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症に対する
取り組み

Topics 1

ファンド名

1兆円超

コロナ関連ファンド
• 新型コロナウイルス感染症拡大対応ファンド
• みずほ新型コロナウイルス対応サポートファンド
• みずほアフターコロナ成長戦略アシストファンド
• みずほ新型コロナウイルス対応サポート私募債
• みずほアフターコロナ事業承継アシストファンド
• みずほライフサイエンス1号ファンド

7月末 9月末8月末5月末 6月末3月末2020年 4月末

1.8

4.3
5.1 5.1兆円5.65.65.2

5兆円超

新規貸出残高 残高推移

Topics 1

みずほフィナンシャルグループ

J–Coin
加盟金融機関

J–Coinユーザー
（「ぽちっと募金」）

J-Coinのプラットフォームを活用した基金を設立し、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた団体や個人を支援しました。

医療機関／医療関係者

学生

子ども／生活困窮家庭

地域社会／地域活性化

その他

「J-Coin基金」
による

支援の流れ

J–Coin基金
公益財団法人

パブリックリソース財団内

新型コロナウイルス感染症に対する取り組みはこちら

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/activity/covid_19/index.html
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サステナビリティへの取り組み
Topics 2

〈みずほ〉は、サステナビリティへの取り組みを進めることで、さま
ざまなステークホルダーの価値創造に配慮した経営と当社グループの
持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、SDGs達成
に貢献していくことを目指しています。

Topics 2

サステナビリティへの取り組みについてはこちら

〈みずほ〉の持続的かつ安定的な成長、ならびにそれを通じた環境の保全および内外の
経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄

〈みずほ〉における「サステナビリティ」

気候変動への取り組みを強化し、脱炭素社会の実現を目指します

エンゲージメントを通じた
脱炭素社会実現の取り組みサポート

サステナブルファイナンス・
環境ファイナンス 目標

2019年度～2030年度

累計25兆円
（うち環境ファイナンス 円）12兆

エンゲージメント対象先の拡大

対象
企業

業種
エネルギー・ユーティリティのほか、
化学・鉄鋼・自動車等 幅広い業種とも
積極的に対話

国内大企業に加え、中堅中小企業・
海外取引先にも拡大

対話の深化

課題に対するソリューション提供、事業構造
転換支援（コンサルティング、エネルギー転
換への資金提供等）

サステナブルファイナンス・環境ファイナンス

（うち環境ファイナンス1.7兆円）

2019年度～
2020年度上期

実績

累計4.4兆 円

https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/index.html
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株式併合について
2020年10月1日に、10株を1株に併合する
株式併合を実施いたしました。

●  投資単位が東証の有価証券上場規程において望ましいとされている「5万円
以上50万円未満」になりました。

●  1株あたり配当についてよりきめ細かな設定が可能となり、資本運営の柔軟
性が高まりました。

□   単元株式数は100株のまま変更しておりません。議決権は本株式併合後のご所有株式数100株につき
1個となります。

□   単元未満株式はお取引に制約が生じる場合がございます。単元未満株式のお取引に伴うご不便を解
消するために、単元未満株式の買取または買増制度がございます。誠に恐れ入りますが、お取引を
されている証券会社または株主名簿管理人までお問い合わせください。

ご注意ください

変更前 変更後10株を1株に併合
普通株式

10株
普通株式 1株

本株式併合を理由に受け取り配当金の総額が
変動することはありません。

株式併合して配当金の額は減るのでしょうか?

株式併合

※お受け取り未済の配当金のご請求につきましては、最寄りのみずほ信託銀行、みずほ銀行の各支店にてもお取り扱いいたします。

証券会社等に口座を
お持ちの株主さま 証券会社等に口座がない場合（特別口座）

支払明細等の発行

単元未満株式の買取・買増請求

各種お手続き
（住所変更、配当金受取方法の変更等）

お受け取り未済の配当金のご請求※

お取引のある
証券会社等に直接

お問い合わせください 〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行 証券代行部

（通話料無料、土・日・祝日を除く9:00～17：00）
0120-288-324フリーダイヤル

■ 各種ご照会先

株式実務に関する情報はこちら

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/individual/business/index.html
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受け取りに
行くのが
面倒・大変

こんな経験は
ありませんか？

うっかり
期日が

過ぎていた

配当金
領収証が

見当たらない

土・日・祝日、
ゆうちょ銀行の
窓口が休み

配当金は、受け取り忘れのない「口座受取り」に！

「口座受取り」なら支払開始日に、継続的にご指定の口座で配当金を受け取れます。

証券会社に口座を開設されている株主さま
お取引のある証券会社等にお問い合わせください。

証券会社等に口座がない株主さま
みずほ信託銀行 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

お手続きの方法：口座受取りに変更をご希望の株主さまは、
以下にお問い合わせください

0120-288-324 通話料無料
土・日・祝日を除く9:00～17:00フリーダイヤル

株主さま
インフォメーション

株主の皆さまの声をお聞かせください。

MAIL：info@e-kabunushi.com●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
　（株式会社 a2mediaについての詳細　https://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

アンケート実施期間は、2021年1月31日までです。
ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（QUOカード500円）を進呈させていただきます

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施しております。
お手数ですが、今回の記事・内容につきまして、
ご意見・ご感想をお聞かせ願います。

株主さま向け
アンケート

以下のバナーよりアクセスいただき、アンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

株主さま向けアンケートはこちら

「個人投資家向けオンライン説明会」を開催しました。

2020年9月25日（金）に「個人投資家向けオンライン説明会」
を開催しました。当日は、グループCFOの梅宮真が登壇し、
<みずほ>の業績やコロナ禍におけるお客さま支援の取り組
みのほか、株主還元方針、デジタル戦略、サステナビリティ
への取り組みなどについて説明しました。また、リアルタ
イムで寄せられた視聴者の皆さまからのご質問にも回答し
ております。是非動画をご覧ください。

NEWS

オンライン説明会アーカイブはこちら

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/individual/briefing/index.html
https://www.e-kabunushi.com/research/access_cd/830228

	目次
	Top Message
	〈みずほ〉の決算情報
	配当について
	Topics1 新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
	Topics2 サステナビリティへの取り組み
	株式併合について
	株主さまインフォメーション

	ボタン89: 
	ボタン90: 
	ボタン91: 
	ボタン92: 
	ボタン93: 
	ボタン94: 
	ボタン95: 
	ボタン78: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン77: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン72: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン70: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン73: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン75: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン71: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン74: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン69: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン76: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 

	ボタン80: 
	Page 8: 

	ボタン81: 
	Page 8: 

	ボタン82: 
	Page 8: 

	ボタン83: 
	Page 8: 

	ボタン84: 
	Page 8: 

	ボタン85: 
	Page 8: 

	ボタン86: 
	Page 8: 

	ボタン87: 
	Page 8: 

	ボタン88: 
	Page 8: 



