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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
　本店及び全国各支店
　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
　本店及び全国各支店
※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

みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店
（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12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 東京都千代田区丸の内一丁目3番3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、日本経済新聞及び
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 1,902名 （2021年9月30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。」

2021年4月1日　 2021年9月30日第104期  営業の中間ご報告

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、「InformationLetter」（2021年4月1日～2021年
9月30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カ年とする第21次中期

経営計画「未来創造業への進化」に取り組んでおります。コロナ禍の
収束が不透明な状況下にありますが、皆さまのお役に立つことが
でき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
支援を積極的に行い、地域経済の活性化に貢献してまいります。
そして、旧来型の銀行業から、皆さまと新たな価値を共創
する未来創造業へと進化し、地域で
絶対的に必要とされる金融
グループであり続けます。
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12月

＜ミニディスクロージャー誌＞
気候変動への取組み

SDGs・寄贈型私募債
「未来への絆」

SDGs宣言策定支援コンサルティング

取扱件数  514件
取扱金額  310億円

（2017年2月1日～2021年9月30日）

契約社数

2,439社
（2020年4月10日～2021年9月30日）

　2021年10月に、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言
への賛同を表明するとともに、「サステナビリティに関する基本方針」を
制定いたしました。
　当行は、今後もグループ一体となり、
銀行の既存のビジネスモデルに捉われ
ない持続可能な収益機会の創出及び付加
価値の高いサービスを提供し、様々な
課題の解決を通じて、地域社会とお客
さまとともに未来を創造してまいります。

　私募債を発行されるお客さまから受取る
手数料の一部を、地域の教育機関や地方
公共団体、NPO法人、当行が指定する
医療機関に寄付・寄贈を行う商品

　お客さまにSDGsへの理解を深めていただき、
SDGs宣言や目標設定等のサポートを行う
コンサルティングサービスを提供



事業承継ニーズのあるお客さま

めいぎん経営承継
投資事業有限責任組合

有限責任組合員（LP） 無限責任組合員（GP）

名古屋キャピタル
パートナーズ

投資・
ハンズオン

出 資 出 資

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）・貸出金残高の状況＜単体＞

中小企業等のお客さまへの貸出金状況＜単体＞

預り資産残高の状況＜単体＞

総自己資本比率の状況

不良債権の状況＜単体＞

46
37

2019年9月期 2020年9月期

53

2021年9月期

業務純益 （単位：億円）

35,028
39,099

2019年9月期 2020年9月期

40,433

2021年9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

85.01％ 中小企業等貸出比率

（2021年9月期）

貸出金残高（国内店分） 3兆2,146億円

　うち中小企業等貸出残高 2兆7,329億円

4,508 4,544

2019年9月期 2020年9月期

4,972

2021年9月期

投資信託保険商品公共債 外貨預金
（単位：億円）

12.43 12.56 12.69 12.86

2020年9月期2019年9月期

13.98 14.12

2021年9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
32,060

要管理債権
71

危険債権
528

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
59 （2021年9月期）

中間純利益経常利益

40
29 29 24

2019年9月期 2020年9月期

87

65

2021年9月期

経常利益・中間純利益 （単位：億円）

26,242
30,839

2019年9月期 2020年9月期

32,255

2021年9月期

その他中小企業向け個人向け
貸出金 （単位：億円）

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

●当行の投資専門子会社である株式会社
名古屋キャピタルパートナーズと
ともに、「めいぎん経営承継投資事業
有限責任組合」を設立

●資本面・経営面から参画し、お客さまの
更なる飛躍を支援

TOPICS

ICT支援業務 海外ビジネス

事業承継

補助金申請支援

女性管理職

令和元年度補正・令和2年度補正 
「ものづくり・商業・サービス 
生産性向上促進補助金」

令和2年度補正 
「中小企業等事業再構築
促進補助金」

管理職に占める
女性比率

係長職以上に占める
女性比率

1～7次合計
採択件数 116件 

1・2次合計
採択件数 138件 

9.4％

17.3％

（名古屋銀行調べ）

（2021年9月30日現在）

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 2021年9月期実績 2023年3月期

コア業務純益（単体）   87億円 58億円 70億円

当期純利益（連結） 107億円 66億円 50億円

毎年度目標 2021年3月期実績
（達成率）

2021年9月期実績
（進捗率）

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％）

3,274件
（109.1％） 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％）

8,254件
（63.5％） 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

中国・東南アジアを中心に幅広いネットワークでサポート

ファンドを設立し支援

●2021年7月にローンプラザ
今池を、2021年10月にローン
プラザ小牧駅前を新設

●2021年7月に土曜日や日曜日
にもお気軽にご相談いただ
けるローンプラザを増設し、
利便性を向上

住宅ローン

愛知県内10カ所に
ローンプラザを設置

2021年7月1日（木）取扱開始日

●グループ一体となり、お客さまの
生産性向上、働き方改革に向けた
ICT支援業務の取扱いを開始

詳しくはホームページにてご覧いただけます。

株式会社ナイスを銀行業高度化等会社として子会社化

お客さま

名古屋銀行グループ

株式会社ナイス

ご相談1 ICT支援2

連携

［ベトナム］提携機関
  ベトコム銀行
  ベトナム外国投資庁 
［フィリピン］提携銀行
  メトロポリタン銀行 

［インドネシア］提携銀行
  バンク・ネガラ・インドネシア 

［タイ］提携銀行
  バンコック銀行
  カシコン銀行

［インド］提携銀行
  インドステイト銀行 

2021年9月に
開業10周年を
迎えました！

上海駐在員
事務所

［中国］提携銀行
  中国銀行
  交通銀行 南通支店

＜当行取引先の中国進出状況＞

2011年 2020年

進出企業数 拠点数

367社423拠点

940社

1,842拠点

ローンプラザ
小牧駅前

NEW！

ローンプラザ
豊橋ミラまち

ローンプラザ春日井

ローンプラザ豊田

ローンプラザ岡崎南

ローンプラザ豊橋

ローンプラザ平針

NEW！
ローンプラザ今池

ローンプラザ刈谷

ローンプラザ一宮西

所在地：愛知県清須市
業　種：放電加工を中心とした金属加工業

2021年6月、第1号案件の投資を実行
＜投資先企業概要＞

認定支援金融機関別

全国1位！

金融機関別

全国3位！

▶https://www.meigin.com/


