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※当行は平成27年9月30日現在、自己株式を9,039千株保有しており、上記大株主から除外
しております。

お客さまへのお知らせ お客さまへのお知らせ

株式のご案内

1株当たり配当金の推移

16 17

株式情報

電話などで金銭の振込みや引出しを要求する「特殊詐欺」に
ご注意ください。

　お子さんやお孫さんを騙った電話で現金を引き出させる
「振り込め詐欺」、医療費等の還付を装いATMに誘導する
「還付金詐欺」、株や債券購入の名義貸しを持ち掛ける「投資
勧誘詐欺」などの「特殊詐欺」が増加しております。
　万が一、不審な電話や高額の請求を受けた場合は、最寄りの
消費生活センターまたは警察へご相談ください。
　また、当行は、振り込め詐欺被害者救済法により、被害に
遭われたお客さまへの被害金の返還を実施しております。
お問い合わせ、ご相談は以下の専用窓口にお寄せください。

振り込め詐欺等対応専用窓口
フリーダイヤル：0120-79-7077（平日9:00～17:00）

1．警察からの要請に基づき、お客さまのお取引内容について
アンケートを使用した確認と声掛けを行っております。

2．お取引の内容によっては現金のお持ち帰りではなく、お振
込みや自己宛小切手の利用をご提案しております。

3．確認させていただいた内容によっては、警察署への連絡が
求められているため、警察に連絡し、お客さまのお取引の内
容を確認させていただきます。

　金融機関を装った電子メールの送付等により偽サイトへ誘導
して、インターネットバンキングのIDやパスワード等を詐取する
従来からの手口（フィッシング詐欺）に加え、お客さまのパソコン
をコンピューターウィルスに感染させて、IDやパスワード等を
入力させる偽画面を表示したり、遠隔操作したりする新たな手口
が全国的に発生しております。
　使用するパソコンのOSやブラウザは最新の状態に更新する
等、日常的なセキュリティ対策を心掛けるようご注意ください。
　なお、当行ホームページにおいて、フィッシング対策ソフト
やセキュリティ対策ソフトの無償提供を行っておりますので
ご利用ください。また、インターネットバンキングのログインの
際は、安全性の高い認証方式であるワンタイムパスワードを
ご利用ください。

単元未満株式の買増請求および買取請求
　単元未満株式（1,000株未満の株式）をご所有の株主様は、
その単元未満株式と併せて1,000株となる株式数について、
当行に買増請求することができます。また、単元未満株式を、
当行に買取請求することもできます。詳細につきましては、
お取引の証券会社または次のお電話番号までお問い合わせ
ください。

「特殊詐欺」への注意事項

店頭での声掛けにご協力ください。
　当行では、特殊詐欺によってお客さまが銀行の窓口で高額
の現金を払戻しする被害を防止するため、宮城県警察と連携
し、以下のような取組みを行っております。お客さまのご理解
とご協力を賜りますようお願いいたします。

詐欺被害防止に向けた取組み

インターネットバンキングご利用上の注意事項
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公告方法

株主名簿管理人

同事務取扱場所

お問い合わせ先・郵便物送付先

当行の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年といたします。
剰余金の配当の基準日につきましては、毎年3月31日を
期末配当の基準日といたします。また、毎年9月30日を
中間配当の基準日といたします。

電子公告といたします。
ただし、事故その他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は、仙台市において
発行する河北新報および東京都において発行する日本
経済新聞に掲載して行います。

毎年3月31日といたします。
なお、臨時に基準日を定める必要のある時は、あらかじめ
公告をもってお知らせいたします。

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社本店

日本証券代行株式会社 代理人部
〒168‐8620　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　　　　 　　 電話  0120-707-843（フリーダイヤル）

1,000株

6月の下旬に開催いたします。

株式の状況

宮城県警察とのサイバー犯罪に対する共同対処にかかる協定の締結
　全国的にサイバー犯罪が増加していることを踏まえ、サイ
バー犯罪の早期発見と被害拡大防止を図るため、平成27年
7月、宮城県警察とサイバー犯罪に対する共同対処にかかる
協定を締結いたしました。インターネットバンキングによる
預金の不正な払戻しをはじめとしたサイバー犯罪に対して、
宮城県警察と共同で適切に対処してまいります。

みなさまのご意見をお聞かせください　
　当行では、お客さまのご意見・ご要望を
うかがうために、営業店のロビーおよび
ATMコーナーに「お客さまご意見カード」
をご用意しております。また、ホームページ
でもお客さまのご意見・ご要望を受付けて
おります。商品やサービスについてお気
づきの点やお感じになったことなど何なり
とお寄せください。

（平成27年9月30日現在）

（平成27年9月30日現在）

大株主の状況
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氏名又は名称 所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

明治安田生命保険相互会社

日本生命保険相互会社

住友生命保険相互会社

株式会社三菱東京UFJ銀行

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

第一生命保険株式会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

東北電力株式会社

●発行済株式総数
●株主数

383,278千株
11,605名
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