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証券会社等に
口座をお持ちの場合

証券会社等に口座をお持ちでない場合
（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になり
ます。

〒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

電話
お問い合わせ先

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

各種手続
お取扱店
住所変更、
株主配当金
受取り方法の
変更等

みずほ証券
　本店および全国各支店
　プラネットブース（みずほ銀行内
の店舗）でもお取扱いいたします。

みずほ信託銀行
　本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取扱いできませ
んのでご了承ください。

未払配当金の
お支払

みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店
（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意

支払明細発行については、
右の「特別口座の場合」の
郵便物送付先・電話お問い
合わせ先・各種手続お取扱
店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取・
買増以外の株式売買はできません。
証券会社等に口座を開設し、株式の
振替手続を行っていただく必要が
あります。

2021年6月発行

https://www.meigin.com/
最新の商品情報、キャンペーン情報を
はじめ、ニュースリリースや財務データ、
IR情報などを掲載しております。

ホームページのご案内

株式についてのご案内

名古屋銀行は、SDGsの達成のために、金融機関として貢献し、
あらゆる活動を行っていくことを宣言します。

めいぎんSDGs宣言
事 業 年 度 毎年4月1日～翌年3月31日

剰余金の配当基準日 3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）

定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬

単 元 株 式 数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

公 告 方 法 電子公告（https://www.meigin.com/）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告
をすることができない場合には、日本経済新聞および
名古屋市において発行する中日新聞に掲載して行います。

商 号 株式会社名古屋銀行
設 立 1949年2月24日
資 本 金 250億円
本店所在地 名古屋市中区錦三丁目19番17号
店 舗 数 114店舗（うち出張所1）
従 業 員 数 1,839名 （2021年3月31日現在）

名古屋銀行
イメージキャラクター

「うさぎ支店長」

「みなさまに
名古屋銀行のことを、
もっと知っていただくために
作りました。」

Information letter
2020年4月1日　　2021年3月31日

大切なひとへ「ありがとう」を
届けようキャンペーン since 2020～

CO2フリー電力の導入

環境負荷低減に向けた取組みとして、
中部電力ミライズが提供するCO2フリー
メニューを名古屋銀行本店ビルに導入

CO2削減効果  年間約908トン※1

（杉の木 約6万5千本相当※2）

※12019年度の名古屋銀行本店ビル電力使用実績および
中部電力ミライズ　CO2排出係数（0.426kg-CO2／
kWh）により算出

※2年間14kg／本にて算出（出典：林野庁）

取締役会長 取締役頭取

地域社会の繁栄に奉仕する
これが銀行の発展と
行員の幸福を
併せもたらすものである

1  よいサービス
誠意があふれ 行き届いた
スピーディなサービス
2  よい人
人を高め 人を厚くし 明るい職場をつくる
3  よい経営
健全で 創意に富んだ 全員参加の経営

社 是 行 訓

日頃より、名古屋銀行をお引き立ていただきまして、誠にあり
がとうございます。
さて、皆さまに当行の活動内容に対するご理解を一層深めてい
ただくため、「Information letter」（2020年4月1日～2021年
3月31日）を作成いたしました。
当行は、2020年4月より計画期間を3ヶ年とする第21次中期
経営計画「未来創造業への進化」に取組んでおります。コロナ禍で
日常が大きく変化している環境下において、地域金融機関として
皆さまのお役に立つことが出来るよう資金繰り支援に加え、回復・
改善・成長のための伴走型支援に力を入れております。そして、
従来の銀行業の枠に収まらない新たな価値を創造して
皆さまとのサステナブル（持続可能）
な共創のサイクルを実現して
まいります。
これからも当行の創業以来
不変である「地域社会の繁栄
に奉仕する」企業理念を大切
にし、役職員全員が気持ちを
一つにして行動してまいり
ます。
今後とも、一層のご支援と
ご愛顧を賜りますようお願
い申し上げます。

2021年6月

応募総数  586通

ありがとうの「サンキュー」にちなみ、
日本赤十字社に39万円の寄付と、
不織布マスク5,000枚を寄贈

大切なひとへの感謝の気持ちを綴った、こころ温まるメッセージや
忘れられない「ありがとう」のエピソードを募集

家族の困難をみんなで協力し乗越え前に進んでいく、
家族愛にあふれた母から娘に宛てた「ありがとう」の
ストーリーを漫画にして紹介するなど、こころ温まる
11通のエピソード＆メッセージを掲載しました。

ご応募いただいた作品の一部を編集し、
エピソードブックを作成

＜ミニディスクロージャー誌＞

名古屋銀行　エピソード 検 索



業績ハイライト

非財務ハイライト

損益の状況＜単体＞

預金（譲渡性預金含む）・貸出金の状況＜単体＞

中小企業等のお客さまへの貸出金状況

預り資産の状況＜単体＞

総自己資本比率の状況

不良債権の状況

67

96

2019年3月期 2020年3月期

95

2021年3月期

業務純益 （単位：億円）

34,915 35,701

2019年3月期 2020年3月期

40,098

2021年3月期

預金（譲渡性預金含む）（単位：億円）
法人預金 その他個人預金

84.92％

貸出金残高（国内店分） 3兆1,604億円

うち中小企業等貸出残高 2兆6,838億円

中小企業等貸出比率 84.92％

（2021年3月期）

4,388 4,357

2019年3月期 2020年3月期

4,790

2021年3月期

投資信託保険商品公共債 外貨預金
（単位：億円）

12.37 12.52 12.05 12.23

2020年3月期2019年3月期

13.57 13.73

2021年3月期

連結単体
（単位：％）

金融再生法開示債権の状況 （単位：億円）

正常債権
31,595

要管理債権
69

危険債権
475

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
62 （2021年3月期）

当期純利益経常利益

86
65 60

48

2019年3月期 2020年3月期

91
105

2021年3月期

経常利益・当期純利益 （単位：億円）

25,964 28,219

2019年3月期 2020年3月期

31,706

2021年3月期

その他中小企業向け個人向け
貸出金 （単位：億円）

第21次中期経営計画（2020年4月1日～2023年3月31日）

＜計数目標＞「未来創造業への進化」 最終年度目標 2021年3月期実績
（達成率） 2023年3月期

コア業務純益（単体）  87億円
（124.4％） 70億円

当期純利益（連結） 107億円
（215.4％） 50億円

毎年度目標 2021年3月期実績
（達成率）

2021年3月期～
2023年3月期　

法人ソリューション業務取組件数  5,784件
（192.8％） 3,000件以上

個人ソリューション業務取組件数 13,062件
（100.4％） 13,000件以上

第21次中期経営計画戦略

未来創造業への進化を支える経営管理

顧客本位の
営業体制の整備 人財の育成 テクノロジーの

活用

銀行業から 私たちは　 「未来創造業」です。
私たちは、 法人のお客さまと一緒になって会社の発展につながる未来を創ります。
私たちは、 個人のお客さまと一緒になって家族の幸せにつながる未来を創ります。「未来創造業」へ

事業者さまへの支援メニューを充実させ、業況回復・成長をサポート 銀行本体で信託業務を取扱うことで、お客さまの相続・資産承継ニーズに対し、
ワンストップで最適な商品・サービスをご提供

めいぎん
家族あんしん信託

（遺言代用信託）

お客さまから信託された資金を、相続発生時に簡便な手続きで、あらかじめ
指定された受取人さまへお支払いする商品
解約制限付を選択：受益者代理人を親族に指定し、ご自身のための資金
利用の場合には受益者代理人の指示により出金できます。認知症対象商品。

めいぎん
贈与らくらく信託

（暦年贈与型信託）
お客さまから信託された資金を、指定された条件に基づいて毎年ご家族へ
贈与することができる商品

遺言信託 当行が遺言書（公正証書遺言）作成のサポート、保管、遺言の執行まで一貫
して行う業務

遺産整理業務 煩雑な相続手続きを、お客さま（相続人）に代わって当行が代行する業務

取扱業務

毎月第3水曜日

スタートアップ支援拠点「なごのキャンパス」
において、各種支援機関と連携し、地域の創業
をサポート

金融よろず相談窓口 in なごのキャンパス

お客さまの真の人材ニーズを見極め、豊富な経験から最適な人材活用をサポート

第二地方銀行初！

開催日

2021年4月26日（月）取扱開始日

TOPICS

コロナ禍における
事業者さまへの支援メニュー

銀行本体での
信託業務取扱開始

人材紹介業務
創業支援

お取引先企業さま

人材紹介業者

①事業課題の相談（人材）

②事業性評価を活用し
　真の人材ニーズを見極め

③人材とマッチング 提携
ハイレベル人材
副業人材
大企業シニア人材 等

ESG投融資※

女性管理職

※ESG債への出資、グリーンファイナンスへの投融資、
再生可能エネルギー関連融資、寄贈型私募債、災害対策融資

ESG投融資実績

管理職に占める
女性比率

係長職以上に占める
女性比率

433億円 

9.2％

16.4％

（2021年3月期）

（2021年3月期）

事業者さまの損益計算書

めいぎん
資本性ローン

めいぎん
経営承継投資事業
有限責任組合

成長支援
●事業承継・M＆A
●働き方改革支援
●各種Webセミナー開催
●人材紹介支援
●補助金・助成金申請支援
●名古屋銀行ビジネスクラブ 等

原価・経費削減支援
●仕入れ先紹介
●業務効率化支援
●IoT・ICT 導入支援 等

売上拡大支援
●めいぎんジョイント
●EC戦略支援
●新商品・新業務支援
●ブランディング支援 等 売上増加

原価・経費削減

利益拡大

伴走型支援金融支援
事業者さまの貸借対照表

資
産

コロナ緊急融資

負債
（シニア）

劣後ローン
（メザニン）

純資産
（エクイティ）

めいぎん
コミットメントライン

めいぎん
サステナブルローン
～Beyond～

収益改善による財務強化

財務改善による収益強化

名古屋銀行　創業支援 検 索

上記商品および相続に関するご相談は、「相続相談プラザ」までお問い合わせください
TEL0120-758-776


