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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「自己資本比率」は（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
   なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 50,519 △4.9 8,121 21.2 4,304 23.0
24年3月期 53,142 △1.2 6,695 29.9 3,498 45.9

（注）包括利益 25年3月期 13,152百万円 （39.7％） 24年3月期 9,409百万円 （540.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 20.91 20.88 4.6 0.3 16.0
24年3月期 16.89 16.87 4.1 0.2 12.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 2,543,003 104,814 3.8 480.69
24年3月期 2,453,544 93,741 3.5 423.50

（参考） 自己資本   25年3月期  97,856百万円 24年3月期  87,541百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 107,393 △31,474 △2,056 119,554
24年3月期 1,025 △24,426 △21,742 45,679

2.  配当の状況 

（注）26年3月期（予想）期末配当金の内訳  記念配当1円 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,258 35.5 1.4
25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,241 28.6 1.3

26年3月期(予想) ― 3.00 ― 4.00 7.00 38.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 24,100 △5.0 3,000 △25.4 1,800 △20.8 8.84
通期 48,200 △4.5 6,800 △16.2 3,700 △14.0 18.17



※  注記事項 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 207,121,615 株 24年3月期 211,121,615 株

② 期末自己株式数 25年3月期 3,546,374 株 24年3月期 4,413,196 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 205,794,920 株 24年3月期 207,034,308 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
   なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 40,151 △4.8 6,907 18.6 4,276 22.9
24年3月期 42,202 △0.3 5,819 33.8 3,478 48.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 20.77 20.74
24年3月期 16.80 16.78

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 2,526,508 96,712 3.8 474.70
24年3月期 2,436,938 86,415 3.5 417.81

（参考） 自己資本 25年3月期  96,637百万円 24年3月期  86,365百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表および
財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 18,900 △6.2 2,700 △21.6 1,800 △20.2 8.84
通期 37,800 △5.8 6,100 △11.6 3,700 △13.4 18.17
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１．経営成績 
 

(1) 経営成績に関する分析 
平成 24 年度の国内経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復が見られた一方で、欧

州における債務危機問題ならびに中国をはじめとした新興国における経済成長の鈍化の影響や、デフレ
による景気の下振れリスクなどもあり、先行き不透明な状況が続きました。しかしながら年度後半には、
新政権誕生後の金融緩和政策による過度な円高の是正と、企業業績の回復期待による株価の上昇もあり、

先行きに明るさも見えはじめてまいりました。 
一方、この間の青森県経済は、東日本大震災からの緩やかな回復の中で、総じて足踏みまたは横ばい

圏内の動きとなりました。需要項目別に見ますと、個人消費については、大型小売店販売額が冬物衣料

や飲食料品で底堅く推移したほか、家電販売ではスマートフォンや LED 照明が好調に推移し、乗用車販
売も小型車や軽自動車で堅調な地合いが続くなど、全体として底堅い動きとなりました。公共投資およ
び住宅投資はともに前年を上回って推移し、設備投資においても製造業、非製造業ともにおおむね計画

どおり実施されるとともに、一部に上積みの動きが見られました。一方、生産面では弱めの動きが続き、
鉄鋼や電気機械等で海外経済減速等の影響を受けて弱めの動きとなったほか、紙・パルプでは国内需要
が弱めに推移する中で減産を継続し、建設資材関係では、大型工事のピークアウトを背景に、増産が一

服しました。また、雇用面では有効求人倍率がおおむね横ばいで推移する中、依然として厳しい状況が
続いているものの、持ち直しの動きが見られております。 

以上のような経営環境の中、当期の連結経営成績につきましては、以下の通りとなりました。 

経常収益につきましては、運用利回りの低下に伴う資金運用収益の減収や債券売却益の減少を主因とし
て、前期比26億 23 百万円減少して 505 億 19 百万円となりました。一方経常費用は、営業経費の削減お
よび有価証券関係損失の減少等により、前期比 40 億 48 百万円減少して 423 億 98 百万円となりました。

この結果、経常利益は前期比 14 億 26 百万円増益の 81 億 21 百万円となり、当期純利益につきましても
前期比 8億 6百万円増益の 43 億 4 百万円となりました。 

事業の種類別では、銀行業務部門のセグメント利益は 69 億 48 百万円、リース業務部門のセグメント

利益は 4億 32 百万円、その他の業務部門のセグメント利益は 7億 43 百万円となりました。 
平成 25 年度の業績予想につきましては、与信費用が減少する見通しであるものの、運用利回りの低下

に伴う資金運用収益の減収等により、経常収益 482 億円、経常利益 68 億円、当期純利益 37 億円を見込

んでおります。また、銀行単体の業績見通しにつきましては、経常収益 378 億円、経常利益 61 億円、当
期純利益 37 億円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 
① 資産、負債等の状況 

預金につきましては、個人預金が引き続き好調に推移したことに加え、公金預金も増加したことか

ら、期末残高は期中 433 億円増加し、2 兆 1,889 億円となりました。また、譲渡性預金を含めた総預
金は期中 733 億円増加し、2兆 3,251 億円となりました。 

貸出金につきましては、公共貸出が増加したほか、法人向け貸出も堅調に推移したことにより、期

末残高は期中 551 億円増加し、1兆 4,670 億円となりました。 
有価証券につきましては、運用資産の効率化を図る一方で、市場動向を注視し適切な運用に努めま

した結果、国内債券を中心に期中 422 億円増加して、8,457 億円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期中 738 億 74 百万円増

加して、期末残高は 1,195 億 54 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金収支は、コールローン等および預け金の減少等により、前連結会計年度に比べ

1,063 億 68 百万円増加し、1,073 億 93 百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金収支は、有価証券の売却による収入が減少したこと等により、前連結会計年度

に比べ 70億 48 百万円減少し、314 億 74 百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による資金収支は、劣後特約付社債の償還による支出の減少等により、前連結会計年度に

比べ 196 億 86 百万円増加し、20 億 56 百万円の減少となりました。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当行は、銀行としての公共的使命を全うするため、長期にわたり経営基盤の拡充に努めるとともに、

安定的な配当の継続を維持することを基本方針としております。 

当期につきましては、中間配当として１株当たり３円を実施し、期末配当金は１株当たり３円とする
予定であります。これにより平成 25 年３月期の年間配当金は、１株当たり６円となります。 

なお、次期（平成 26 年３月期）につきましては、当行が平成 25 年 10 月１日に創立 70 周年を迎える

にあたり、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、次期の期末配当時に記念配当１円の実施を
予定しております。これにより次期の１株当たり年間配当金は７円（中間配当金３円、期末配当金４円）
を予定しております。 

 
 
２．企業集団の状況 
 
（1）事業の内容 

 当行グループは当行及び連結子会社６社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サー
ビスに係る事業を行っております。 
 

（2）事業系統図 
 

      
  

銀 行 業 務 部 門 
  

銀 行 業 務
 

本店ほか支店91か店 出張所13か店 

            
        
       

周 辺 業 務
 

連結子会社 ２社

          

青銀甲田株式会社 

青銀ビジネスサービス株式会社 

     
  

リース業務部門 
  

リ ー ス 業 務
 

連結子会社 １社 あおぎんリース株式会社 

           

     
     

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業務 連結子会社 ２社

青
森
銀
行
グ
ル
ー
プ 

          

あおぎんディーシーカード株式会社 

あおぎんクレジットカード株式会社 

   
その 他 の 業 務 部 門 

      

      
      

信 用 保 証 業 務 連結子会社 １社 あおぎん信用保証株式会社 

 
注 あおぎんディーシーカード株式会社およびあおぎんクレジットカード株式会社は、平成 24 年９月 28

日開催の臨時株主総会において、平成 25 年７月１日付をもって、あおぎんディーシーカード株式会社
を存続会社として合併し、併せて存続会社の商号をあおぎんカードサービス株式会社に変更する決議
をしております。 

 
 
３． 経営方針 
 

(1) 会社の経営の基本方針 
当行は、青森県を主要活動基盤とする地域金融機関として、銀行業務を通じて地域社会に役立つ活動

を行い、地域にはなくてはならない存在となるために、「地域社会のための経営」「お客さま重視の経営」

「人間尊重の経営」を指向した企業理念を定めております。 
  

当行の企業理念 

「地域のために」   ― 私たちは、「公共的使命」を尊重し、豊かな地域社会の創造に貢献する、健
全かつ強い銀行を創ります。 

「お客さまとともに」― 私たちは、「お客さま大事」を尊重し、誠意と英知を育み、真摯かつ魅力あ

ふれる銀行を創ります。 
「人を大切に」   ― 私たちは、「自主性」を尊重し、自信と誇りに満ちた、進取かつ明朗な銀行

を創ります。 
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(2) 目標とする経営指標   
当行は、平成 25 年度よりスタートしております第 14 次中期経営計画の最終年度（平成 27年度末）ま

でに達成すべき目標水準を以下のとおり定めております。 

 

総貸出金県内シェア 38％以上 

一般貸出金平残 7,100 億円以上 

成長分野への貸出金実行額※ 500 億円以上 

総預金県内シェア 40％以上 

総預金平残   2 兆 4,400 億円以上 

預り資産（中計期間の累計販売額）   1,700 億円以上 

当期純利益    30 億円以上 

     ※成長分野：再生可能エネルギー分野、医療・介護分野およびアグリビジネス分野 
 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 
当行では、中期経営計画「ＡＯＧＩＮ Ｔｒｉｐｌｅ“ＵＰ”計画」において、目指す姿として「県

内Ｎｏ．１の信認と圧倒的な存在感を有し、地域の未来を支える銀行」を掲げ、これを実現するため、

「地域の深堀りによる圧倒的なトップシェアの獲得」、「効率的な組織体制の構築によるコスト競争力の
強化」および「地域支援への取組強化による営業基盤の拡大」を基本方針として、競争環境に打ち勝つ
体制を構築するとともに、地域マーケットの環境好転に資する取組みの強化を図ってまいります。 

 
(4) 会社の対処すべき課題 

当行は、中期経営計画で掲げた基本方針「地域の深堀りによる圧倒的なトップシェアの獲得」、「効率

的な組織体制の構築によるコスト競争力の強化」および「地域支援への取組強化による営業基盤の拡大」
に基づき、以下の基本戦略を掲げております。 

 

①「ニーズ発掘型営業の展開」 
「地域の深掘り」や「マーケットの掘り起こし」を行う営業手法を確立し、真のコンサルティン

グ機能を発揮していくとともに、営業体制の再構築によりお客さまとの接点を拡大し、貸出金およ

び預り資産の徹底した営業によって圧倒的な地域トップシェアの獲得を目指してまいります。 
②「経営効率の向上」 

店舗ネットワークや人員体制など経営資源の最適配分を行いつつ、システム化などによる業務の

軽量化を推し進めることによって、効率的な組織体制を構築してまいります。 
③「地域支援態勢の充実」 

地域経済の成長を牽引することが期待される分野への積極的な資金供給や、外部専門機関との連

携強化によるコンサルティング機能の充実を図るなど、地域経済の活性化に資する取組みを強化し
てまいります。 

④「人材力の強化」 

中期経営計画に掲げた戦略の遂行に見合う人材を早期に育成するとともに、活力ある組織の維
持・形成を図ってまいります。 

 

当行は、地域に信頼され、圧倒的な存在感を持ち、そして地域の未来を支える金融機関となるため、
第 14 次中期経営計画を迅速かつ着実に実践していくとともに、積極的な情報開示、経営の透明性向上に
努めながら、お客さまとともに成長を続ける銀行を目指してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 72,178 121,110 

コールローン及び買入手形 98,000 50,000 

買入金銭債権 858 1,262 

商品有価証券 269 263 

有価証券 803,508 845,723 

貸出金 1,411,953 1,467,055 

外国為替 1,849 951 

リース債権及びリース投資資産 11,222 11,166 

その他資産 23,603 21,397 

有形固定資産 22,508 21,655 

建物 7,643 7,472 

土地 12,681 12,439 

その他の有形固定資産 2,183 1,743 

無形固定資産 1,879 1,436 

ソフトウエア 1,606 1,124 

その他の無形固定資産 273 312 

繰延税金資産 4,627 － 

支払承諾見返 16,881 16,208 

貸倒引当金 △15,797 △15,226 

資産の部合計 2,453,544 2,543,003 

負債の部   

預金 2,145,598 2,188,910 

譲渡性預金 106,120 136,190 

コールマネー及び売渡手形 － 2,539 

借用金 74,837 76,439 

外国為替 2 4 

その他負債 9,867 9,890 

賞与引当金 635 647 

役員賞与引当金 14 14 

退職給付引当金 3,092 3,062 

役員退職慰労引当金 15 11 

睡眠預金払戻損失引当金 479 353 

繰延税金負債 － 1,671 

再評価に係る繰延税金負債 2,259 2,245 

支払承諾 16,881 16,208 

負債の部合計 2,359,803 2,438,188 

純資産の部   

資本金 19,562 19,562 

資本剰余金 12,916 12,916 

利益剰余金 44,742 46,681 

自己株式 △1,319 △1,017 

株主資本合計 75,901 78,143 

その他有価証券評価差額金 9,248 17,280 

繰延ヘッジ損益 △95 △77 

土地再評価差額金 2,487 2,511 

その他の包括利益累計額合計 11,640 19,713 

新株予約権 49 74 

少数株主持分 6,150 6,882 

純資産の部合計 93,741 104,814 

負債及び純資産の部合計 2,453,544 2,543,003 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

経常収益 53,142 50,519 

資金運用収益 33,599 32,571 

貸出金利息 24,948 23,471 

有価証券利息配当金 8,450 8,942 

コールローン利息及び買入手形利息 118 85 

買現先利息 28 17 

預け金利息 46 48 

その他の受入利息 6 5 

役務取引等収益 5,322 5,693 

その他業務収益 2,457 877 

その他経常収益 11,763 11,377 

償却債権取立益 7 7 

その他の経常収益 11,755 11,370 

経常費用 46,446 42,398 

資金調達費用 2,520 2,341 

預金利息 1,858 1,750 

譲渡性預金利息 185 224 

コールマネー利息及び売渡手形利息 4 4 

借用金利息 290 306 

社債利息 53 － 

その他の支払利息 129 56 

役務取引等費用 2,106 2,157 

その他業務費用 1,029 492 

営業経費 24,702 23,470 

その他経常費用 16,087 13,935 

貸倒引当金繰入額 1,665 1,898 

その他の経常費用 14,421 12,037 

経常利益 6,695 8,121 

特別利益 41 133 

固定資産処分益 37 133 

その他の特別利益 4 － 

特別損失 622 690 

固定資産処分損 310 492 

減損損失 254 98 

固定資産圧縮損 － 99 

その他の特別損失 56 － 

税金等調整前当期純利益 6,114 7,564 

法人税、住民税及び事業税 331 422 

法人税等調整額 1,782 2,056 

法人税等合計 2,113 2,479 

少数株主損益調整前当期純利益 4,000 5,085 

少数株主利益 502 781 

当期純利益 3,498 4,304 
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 4,000 5,085 

その他の包括利益 5,409 8,066 

その他有価証券評価差額金 5,001 8,048 

繰延ヘッジ損益 83 18 

土地再評価差額金 323 － 

包括利益 9,409 13,152 

親会社株主に係る包括利益 8,894 12,354 

少数株主に係る包括利益 515 797 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 19,562 19,562 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,562 19,562 

資本剰余金   

当期首残高 12,916 12,916 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,916 12,916 

利益剰余金   

当期首残高 42,549 44,742 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,498 4,304 

自己株式の処分 △20 △33 

自己株式の消却 － △1,054 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

当期変動額合計 2,192 1,939 

当期末残高 44,742 46,681 

自己株式   

当期首残高 △869 △1,319 

当期変動額   

自己株式の取得 △566 △963 

自己株式の処分 116 211 

自己株式の消却 － 1,054 

当期変動額合計 △450 302 

当期末残高 △1,319 △1,017 

株主資本合計   

当期首残高 74,158 75,901 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,498 4,304 

自己株式の取得 △566 △963 

自己株式の処分 96 177 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

当期変動額合計 1,742 2,241 

当期末残高 75,901 78,143 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,259 9,248 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,988 8,031 

当期変動額合計 4,988 8,031 

当期末残高 9,248 17,280 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △179 △95 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 83 18 

当期変動額合計 83 18 

当期末残高 △95 △77 

土地再評価差額金   

当期首残高 2,133 2,487 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 354 23 

当期変動額合計 354 23 

当期末残高 2,487 2,511 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 6,213 11,640 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,426 8,073 

当期変動額合計 5,426 8,073 

当期末残高 11,640 19,713 

新株予約権   

当期首残高 23 49 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 25 

当期変動額合計 26 25 

当期末残高 49 74 

少数株主持分   

当期首残高 5,643 6,150 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 506 732 

当期変動額合計 506 732 

当期末残高 6,150 6,882 

純資産合計   

当期首残高 86,039 93,741 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,498 4,304 

自己株式の取得 △566 △963 

自己株式の処分 96 177 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,959 8,831 

当期変動額合計 7,702 11,073 

当期末残高 93,741 104,814 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 6,114 7,564 

減価償却費 2,011 1,770 

減損損失 254 98 

貸倒引当金の増減（△） △2,371 △570 

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 12 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 △30 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △3 

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 63 △125 

資金運用収益 △33,599 △32,571 

資金調達費用 2,520 2,341 

有価証券関係損益（△） 990 209 

為替差損益（△は益） △43 △890 

固定資産処分損益（△は益） 273 358 

固定資産圧縮損 － 99 

商品有価証券の純増（△）減 162 6 

貸出金の純増（△）減 △33,260 △55,101 

預金の純増減（△） 95,512 43,312 

譲渡性預金の純増減（△） 47,570 30,070 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△） 17,787 1,602 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △25,554 24,942 

コールローン等の純増（△）減 △98,572 47,595 

コールマネー等の純増減（△） △10,000 2,539 

外国為替（資産）の純増（△）減 848 898 

外国為替（負債）の純増減（△） △16 1 

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 938 56 

資金運用による収入 34,279 33,614 

資金調達による支出 △2,827 △2,379 

その他 △1,657 2,309 

小計 1,408 107,730 

法人税等の支払額 △382 △336 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025 107,393 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △328,831 △358,186 

有価証券の売却による収入 183,932 120,312 

有価証券の償還による収入 121,335 207,562 

金銭の信託の減少による収入 566 － 

有形固定資産の取得による支出 △1,058 △1,226 

有形固定資産の売却による収入 54 407 

無形固定資産の取得による支出 △425 △343 

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,426 △31,474 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付社債の償還による支出 △20,000 － 

配当金の支払額 △1,254 △1,252 

少数株主への配当金の支払額 △8 △8 

自己株式の取得による支出 △566 △963 

自己株式の売却による収入 88 168 

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,742 △2,056 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 12 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,144 73,874 

現金及び現金同等物の期首残高 90,823 45,679 

現金及び現金同等物の期末残高 45,679 119,554 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  該当事項はありません。 

 

(7)連結財務諸表に関する注記事項 

 
（セグメント情報） 

 １．報告セグメントの概要 

   当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締

役会が業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当行グループは国内におい

て銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業活動を展開しています。 

   従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業務」及び「リース業務」   
  の２つを報告セグメントとしております。 
   「銀行業務」は主に預金業務や貸出業務、有価証券投資業務や為替業務等の金融取引を行っております。「リース

業務」は主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。 
 ２．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

   報告されている事業セグメントの会計処理方法は、当行の連結財務諸表作成の会計処理方法と同一であります。 
 ３．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）   （単位：百万円）
報告セグメント 

 
銀行業務 リース業務 計 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 

経常収益    

  (1) 外部顧客に対する 
      経常収益 

42,042 5,126 47,168 5,973 53,142 ― 53,142

  (2) セグメント間の内部 
      経常収益 

234 408 642 420 1,063  △1,063 ―

計 42,277 5,534 47,811 6,394 54,205 △1,063 53,142

セグメント利益 5,838 355 6,194 514 6,708 △12 6,695

セグメント資産 2,437,351 12,231 2,449,583 20,062 2,469,645 △16,100 2,453,544

その他の項目 
 減価償却費 
 資金運用収益 
 資金調達費用 
 有形固定資産及び無形固  
 定資産の増加額 

 
1,859 
33,590 
2,393 

 
1,247 

148
6

151

182

2,007
33,597
2,544

1,429

3
174
144

―

 
2,011 
33,772 
2,688 

 
1,429 

 
― 

△172 
△168 

 
― 

2,011
33,599
 2,520

1,429
 (注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結 

損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。 
 ２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、割賦販売業務、クレジットカード 

業務及び信用保証業務等を含んでおります。 
 ３．調整額は、以下の通りであります。 

    （1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。  
    （2）セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権等の相殺消去であります。  
    （3）資金運用収益の調整額は、セグメント間の貸出金利息等の相殺消去であります。  
    （4）資金調達費用の調整額は、セグメント間の借用金利息等の相殺消去であります。  

 ４．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）  （単位：百万円）
報告セグメント 

 
銀行業務 リース業務 計 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 

経常収益    

  (1) 外部顧客に対する 
      経常収益 

40,050 4,822 44,873 5,646 50,519 ― 50,519

  (2) セグメント間の内部 
      経常収益 

196 424 621 400 1,021  △1,021 ―

計 40,247 5,246 45,494 6,046 51,541 △1,021 50,519

セグメント利益 6,948 432 7,381 743 8,124 △3 8,121

セグメント資産 2,526,936 12,014 2,538,950 19,211 2,558,161 △15,158 2,543,003

その他の項目 
 減価償却費 
 資金運用収益 
 資金調達費用 
 有形固定資産及び無形固 
 定資産の増加額 

 
1,619 
32,571 
2,226 

 
1,175 

147
4

123

93

1,767
32,575
2,350

1,269

3
125
116

4

 
1,770 
32,701 
2,466 

 
1,273 

 
― 

△129 
△125 

 
― 

1,770
32,571
 2,341

1,273
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結 

損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。 
 ２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、割賦販売業務、クレジットカード 

業務及び信用保証業務等を含んでおります。 
 ３．調整額は、以下の通りであります。 

    （1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。  
    （2）セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権等の相殺消去であります。  
    （3）資金運用収益の調整額は、セグメント間の貸出金利息等の相殺消去であります。  
    （4）資金調達費用の調整額は、セグメント間の借用金利息等の相殺消去であります。  

 ４．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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（１株当たり情報) 

   前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 423.50 480.69 

１株当たり当期純利益金額 円 16.89 20.91 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 16.87 20.88 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 
  前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額 百万円 93,741 104,814 

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 6,199 6,957 

 うち新株予約権 百万円 49 74 

 うち少数株主持分 百万円 6,150 6,882 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 87,541 97,856 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数 千株 206,708 203,575 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおり 

であります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

 １株当たり当期純利益金額   

当期純利益 百万円 3,498 4,304 

普通株主に帰属しない金額 百万円 ―  ―  

普通株式に係る当期純利益 百万円 3,498 4,304 

普通株式の期中平均株式数 千株 207,034 205,794 

    

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 百万円 ― ― 

普通株式増加数 千株 222 337 

 うち新株予約権 千株 222 337 

希薄化効果を有しないため潜在株式 

調整後１株当たり当期純利益金額の 

算定に含めなかった潜在株式の概要 

 ― ― 

 

（重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 71,763 120,399 

現金 33,848 33,150 

預け金 37,915 87,248 

コールローン 98,000 50,000 

買入金銭債権 858 1,262 

商品有価証券 269 263 

商品国債 205 181 

商品地方債 63 81 

有価証券 803,392 845,555 

国債 341,315 321,659 

地方債 193,571 233,937 

社債 182,287 201,295 

株式 22,264 20,598 

その他の証券 63,954 68,064 

貸出金 1,419,710 1,474,065 

割引手形 4,957 3,892 

手形貸付 61,309 55,036 

証書貸付 1,235,147 1,292,910 

当座貸越 118,296 122,225 

外国為替 1,849 951 

外国他店預け 1,848 950 

買入外国為替 0 1 

その他資産 9,356 7,961 

前払費用 2 0 

未収収益 4,230 4,129 

先物取引差入証拠金 28 32 

金融派生商品 － 0 

その他の資産 5,095 3,798 

有形固定資産 21,854 21,109 

建物 7,397 7,229 

土地 12,442 12,255 

リース資産 583 363 

その他の有形固定資産 1,431 1,261 

無形固定資産 1,843 1,409 

ソフトウエア 1,527 1,065 

リース資産 49 37 

その他の無形固定資産 266 305 

繰延税金資産 3,899 － 

支払承諾見返 16,881 16,208 

貸倒引当金 △12,742 △12,676 

資産の部合計 2,436,938 2,526,508 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

預金 2,150,825 2,193,919 

当座預金 55,979 57,053 

普通預金 983,335 1,018,649 

貯蓄預金 38,872 38,433 

通知預金 6,424 6,333 

定期預金 1,012,928 1,006,243 

定期積金 174 101 

その他の預金 53,111 67,104 

譲渡性預金 107,120 138,090 

コールマネー － 2,539 

借用金 64,425 65,749 

借入金 64,425 65,749 

外国為替 2 4 

売渡外国為替 1 3 

未払外国為替 1 1 

その他負債 4,893 4,798 

未払法人税等 74 130 

未払費用 1,534 1,499 

前受収益 613 571 

給付補填備金 0 0 

金融派生商品 0 － 

リース債務 845 589 

その他の負債 1,825 2,006 

賞与引当金 609 620 

退職給付引当金 3,026 2,994 

睡眠預金払戻損失引当金 479 353 

繰延税金負債 － 2,273 

再評価に係る繰延税金負債 2,259 2,245 

支払承諾 16,881 16,208 

負債の部合計 2,350,523 2,429,796 

純資産の部   

資本金 19,562 19,562 

資本剰余金 12,916 12,916 

資本準備金 12,916 12,916 

利益剰余金 43,568 45,480 

利益準備金 6,646 6,646 

その他利益剰余金 36,922 38,834 

別途積立金 32,000 34,000 

繰越利益剰余金 4,922 4,834 

自己株式 △1,319 △1,017 

株主資本合計 74,727 76,941 

その他有価証券評価差額金 9,246 17,262 

繰延ヘッジ損益 △95 △77 

土地再評価差額金 2,487 2,511 

評価・換算差額等合計 11,638 19,695 

新株予約権 49 74 

純資産の部合計 86,415 96,712 

負債及び純資産の部合計 2,436,938 2,526,508 
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

経常収益 42,202 40,151 

資金運用収益 33,590 32,570 

貸出金利息 24,941 23,473 

有価証券利息配当金 8,448 8,940 

コールローン利息 118 85 

買現先利息 28 17 

預け金利息 46 48 

その他の受入利息 6 5 

役務取引等収益 5,368 5,735 

受入為替手数料 1,425 1,396 

その他の役務収益 3,943 4,339 

その他業務収益 2,457 877 

外国為替売買益 55 51 

商品有価証券売買益 － 1 

国債等債券売却益 2,402 823 

その他経常収益 785 967 

償却債権取立益 1 0 

株式等売却益 158 354 

金銭の信託運用益 0 0 

その他の経常収益 626 612 

経常費用 36,382 33,244 

資金調達費用 2,391 2,223 

預金利息 1,861 1,751 

譲渡性預金利息 185 224 

コールマネー利息 4 4 

借用金利息 158 186 

社債利息 53 － 

金利スワップ支払利息 95 29 

その他の支払利息 33 26 

役務取引等費用 2,516 2,547 

支払為替手数料 340 335 

その他の役務費用 2,175 2,211 

その他業務費用 1,029 492 

商品有価証券売買損 2 － 

国債等債券売却損 528 477 

国債等債券償還損 354 15 

国債等債券償却 3 － 

金融派生商品費用 141 － 

営業経費 25,556 24,327 

その他経常費用 4,888 3,653 

貸倒引当金繰入額 1,505 2,098 

貸出金償却 111 190 

株式等売却損 2,162 860 

株式等償却 501 35 

その他の経常費用 607 469 

経常利益 5,819 6,907 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益 1 － 

固定資産処分益 1 － 

特別損失 519 494 

固定資産処分損 264 395 

減損損失 254 98 

税引前当期純利益 5,301 6,412 

法人税、住民税及び事業税 118 186 

法人税等調整額 1,704 1,949 

法人税等合計 1,822 2,136 

当期純利益 3,478 4,276 
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 19,562 19,562 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,562 19,562 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 12,916 12,916 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,916 12,916 

資本剰余金合計   

当期首残高 12,916 12,916 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,916 12,916 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 6,646 6,646 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,646 6,646 

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 31,000 32,000 

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 2,000 

当期変動額合計 1,000 2,000 

当期末残高 32,000 34,000 

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,748 4,922 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

別途積立金の積立 △1,000 △2,000 

当期純利益 3,478 4,276 

自己株式の処分 △20 △33 

自己株式の消却 － △1,054 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

当期変動額合計 1,173 △88 

当期末残高 4,922 4,834 

利益剰余金合計   

当期首残高 41,394 43,568 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,478 4,276 

自己株式の処分 △20 △33 

自己株式の消却 － △1,054 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

当期変動額合計 2,173 1,911 

当期末残高 43,568 45,480 

自己株式   

当期首残高 △869 △1,319 

当期変動額   

自己株式の取得 △566 △963 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

自己株式の処分 116 211 

自己株式の消却 － 1,054 

当期変動額合計 △450 302 

当期末残高 △1,319 △1,017 

株主資本合計   

当期首残高 73,003 74,727 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,478 4,276 

自己株式の取得 △566 △963 

自己株式の処分 96 177 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

当期変動額合計 1,723 2,214 

当期末残高 74,727 76,941 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,258 9,246 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,988 8,015 

当期変動額合計 4,988 8,015 

当期末残高 9,246 17,262 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △179 △95 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 83 18 

当期変動額合計 83 18 

当期末残高 △95 △77 

土地再評価差額金   

当期首残高 2,133 2,487 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 354 23 

当期変動額合計 354 23 

当期末残高 2,487 2,511 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 6,212 11,638 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,425 8,057 

当期変動額合計 5,425 8,057 

当期末残高 11,638 19,695 

新株予約権   

当期首残高 23 49 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 25 

当期変動額合計 26 25 

当期末残高 49 74 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 79,239 86,415 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,254 △1,252 

当期純利益 3,478 4,276 

自己株式の取得 △566 △963 

自己株式の処分 96 177 

土地再評価差額金の取崩 △30 △23 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,451 8,082 

当期変動額合計 7,175 10,297 

当期末残高 86,415 96,712 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

 

役員の異動（平成25年６月26日付予定） 

 

(1) 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

   

(2) その他の役員の異動 

① 昇任予定取締役 

 専務取締役 菊 地
き く ち

  
 

直 光
なおみつ

 (現  常務取締役) 

 常務取締役 建 部
た て べ

  礼 仁
れ い じ

 (現  取締役弘前地区統括委嘱) 

 

② 新任取締役候補者 

 取  締  役 出 町
で ま ち

  文 孝
ふみたか

 (現  執行役員本店営業部長) 

 取 締 役 川 村
かわむら

    明 裕
あきひろ

 (現  執行役員審査部長) 

 

③退任予定取締役 

 専務取締役 高 屋 敷
た か や し き

    正
ただし

 当行顧問就任予定 

 取 締 役 福 井
ふ く い

  尚 二
しょうじ

 関連会社役員就任予定 

 

④ 新任執行役員予定者 

 執行役員 杉 山
すぎやま

   大 幹
ひろみき

 (現  営業統括部長) 

 執行役員 山 内
やまうち

     浩
ひろし

(現  理事人事部長) 

 

⑤ 退任予定執行役員 

 執行役員本店営業部長 出 町
で ま ち

  文 孝
ふみたか

 取締役就任予定 

 執行役員審査部長 川 村
かわむら

  明 裕
あきひろ

 取締役就任予定 
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（3）平成25年６月26日以降の役員体制（予定） 

取締役会長(代表取締役) 加 福  善 貞 (現 取締役会長(代表取締役))  

取締役頭取(代表取締役) 浜 谷    哲 (現 取締役頭取(代表取締役））  

専務取締役 菊 地  直 光 (現 常務取締役) (昇任) 

常務取締役 安 達  尚 二 (現 常務取締役青森地区統括委嘱)  

常務取締役 成 田   晋 (現 常務取締役）  

常務取締役 建 部  礼 仁 (現  取締役弘前地区統括委嘱) (昇任) 

取締役 出 町  文 孝 (現 執行役員本店営業部長） (新任) 

取締役 川 村  明 裕 (現  執行役員審査部長) (新任) 

取締役(非常勤) 林   光 男 (現  非常勤取締役)  

執行役員 竹 内   均 (現  執行役員八戸地区統括)  

執行役員 杉 山  大 幹 (現  営業統括部長) (新任) 

執行役員 山 内   浩 (現  理事人事部長) (新任) 

監査役 須 藤  光 昭 (現  常勤監査役)  

監査役 沢 向  昇 一 (現 非常勤監査役)  

監査役 清 藤  哲 夫 (現 非常勤監査役)  

監査役 大 矢   卓 (現 非常勤監査役)  

監査役 沼 田   徹 (現 非常勤監査役)  
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（4）異動役員の略歴 

 

［昇任予定取締役］ 

 

氏  名  菊 地
き く ち

 直
な お

光
みつ

     

    生年月日  昭和２８年 ２月２７日                 

    略  歴  昭和５１年 ４月 青森銀行入行 

          平成 ９年１１月 同行十和田支店長 

          平成１１年 ６月 同行東京支店長 

          平成１２年 ４月 同行新町支店長 

平成１４年 ６月 同行総合企画部長 

平成１５年 ６月 同行取締役 

平成１５年 ６月 同行総合企画部長委嘱 

平成１８年 ６月 同行審査部長委嘱 

平成２０年 ６月 同行常勤監査役 

平成２２年 ６月 同行常務取締役 

平成２５年 ６月 同行専務取締役就任予定 

 

 

    氏  名  建 部
た て べ

 礼
れ い

仁
じ

 

    生年月日  昭和３１年 ５月２０日 

    略  歴  昭和５４年 ４月 青森銀行入行 

           平成１２年 ４月 同行白銀支店長 

          平成１５年 ７月 同行津軽和徳支店長 

          平成１７年 ６月 同行函館支店長 

平成１９年 ７月 同行仙台支店長 

平成２１年１０月 同行地域開発部長 

平成２２年 ６月 同行執行役員地域開発部長 

平成２３年 ６月 同行執行役員弘前地区統括 

平成２４年 ６月 同行取締役就任 

平成２４年 ６月 同行弘前地区統括委嘱 

平成２５年 ６月 同行常務取締役就任予定 

 

 

［新任取締役候補者］ 

 

    氏  名  出 町
で ま ち

  文 孝
ふ み た か

 

    生年月日  昭和３１年１２月 ９日 

    略  歴  昭和５４年 ４月 青森銀行入行 

          平成１３年 ６月 同行浪打支店長 

          平成１５年 ６月 同行東京事務所長 

          平成１８年 ７月 同行十和田支店長 

平成２０年 ６月 同行新町支店長 

平成２２年 ６月 同行監査部長 

平成２３年 ４月 同行執行役員本店営業部長 

平成２５年 ６月 同行取締役就任予定 
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［新任取締役候補者］ 

 

    氏  名  川 村
か わ む ら

  明 裕
あ き ひ ろ

 

    生年月日  昭和３２年 ９月１１日 

    略  歴  昭和５６年 ４月 青森銀行入行 

          平成１７年 ４月 同行湊支店長 

          平成１９年 ４月 同行総合企画部部長兼広報室長 

          平成２０年 １月 同行個人部長 

平成２１年 ６月 同行総合企画部長 

平成２３年 ４月 同行執行役員営業統括部長 

平成２４年 ６月 同行執行役員審査部長 

平成２５年 ６月 同行取締役就任予定 

 

 

［新任執行役員予定者］ 

 

    氏  名  杉 山
す ぎ や ま

  大 幹
ひ ろ み き

 

    生年月日  昭和３３年 ４月１４日 

    略  歴  昭和５６年 ４月 青森銀行入行 

          平成１４年 ３月 同行根城支店長 

          平成１６年 ４月 同行市場国際部次長 

          平成１７年 ４月 同行市場国際部副部長 

          平成２０年 ６月 同行東京事務所長 

          平成２２年 ４月 同行市場国際部長 

平成２３年 ６月 同行事務統括部長 

平成２４年 ６月 同行営業統括部長 

平成２５年 ６月 同行執行役員就任予定 

 

 

    氏  名  山 内
や ま う ち

   浩
ひろし

 

生年月日  昭和３０年 ４月１７日  

    略  歴  昭和５５年 ４月 青森銀行入行 

          平成１４年 ３月 同行土手町支店長 

          平成１８年 ４月 同行リスク統括部法務コンプライアンス室長 

          平成２０年 ６月 同行法人部長 

平成２１年 ６月 同行監査役室長 

平成２２年 ４月 同行人事部部長 

平成２３年 ４月 同行理事人事部長 

平成２５年 ６月 同行執行役員就任予定 
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