
平成 28 年 1 月 15 日 
各位 

株式会社静岡銀行 
静岡銀行グループの現況 2008 正誤表 

 
「静岡銀行グループの現況 2008」の記載に一部誤りがありましたので、お詫び申し上げ

ますとともに、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 
1.静岡銀行グループの現況 2008 
業績ハイライト 
 [P11] ●業績推移 

  

（訂正前） （訂正後）

■連結 平成18年度 平成18年度

自己資本比率(%) 14.55 14.54  

CSR レポート 
コンプライアンス・リスク管理体制／健全な財務状況 

 [P26] ●BIS 自己資本比率の推移(連結ベース) 

  

（訂正前） （訂正後）

(単位：％) (単位：％)

静岡銀行 静岡銀行

平成19年3月末 14.55 (12.16) 14.54 (12.16)  
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2.別冊 静岡銀行グループの現況 2008 
決算の状況（連結） 
 □連結財務ハイライト 
 [P3] ■主要な経営指標等の推移(連結) 

  

（訂正前） （訂正後）

(単位：％) (単位：％)

平成18年度 平成18年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 14.55 14.54  
決算の状況（単体） 
 □単体財務ハイライト 
 [P14] ■主要な経営指標等の推移(単体) 

  

（訂正前） （訂正後）

(単位：％) (単位：％)

平成18年度 平成18年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 14.50 14.49  
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　 資本の状況（単体・連結）

　[P38] ■単体自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成19年3月31日 平成20年3月31日

14.50 14.45

11.97 13.07

(訂正後)
（単位：%）

平成19年3月31日 平成20年3月31日

14.49 14.45

11.96 13.07

(訂正前)
(単位：億円）

平成19年3月31日 平成20年3月31日
資産（オン・バランス）項目  41,986  38,535

信用リスク・アセットの額   　                                           　 (F)  43,941 40,274

(K) -                              629

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L)  46,604 43,690                     

(訂正後)
(単位：億円）

平成19年3月31日 平成20年3月31日
資産（オン・バランス）項目  42,007  38,541

信用リスク・アセットの額   　                                           　 (F)  43,962 40,280

(K) -                              622

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L)  46,625 43,690                     

リスク・
アセット

等
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に12.5を乗じて得た額

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率　（　　　　×100）

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率　（　　　　×100）

項目

項目

リスク・
アセット

等
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に12.5を乗じて得た額

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）
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　 資本の状況（単体・連結）

　[P39] ■連結自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成19年3月31日 平成20年3月31日

14.55 14.70

(訂正後)
（単位：%）

平成19年3月31日 平成20年3月31日

14.54 14.70

(訂正前)
(単位：億円）

平成19年3月31日 平成20年3月31日
資産（オン・バランス）項目  42,694  39,178

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  44,620 40,894

(K) -                              280

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L)  47,548 44,231                     

(訂正後)
(単位：億円）

平成19年3月31日 平成20年3月31日
資産（オン・バランス）項目  42,714  39,184

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  44,640 40,901

(K) -                              273

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L)  47,569 44,231                     

リスク・
アセット

等
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に12.5を乗じて得た額

リスク・
アセット

等
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に12.5を乗じて得た額

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

項目

項目

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ｅ）
（Ｌ）
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【自己資本の充実の状況編】
　定量的な開示事項
　[P58] 二．自己資本の構成に関する事項

(訂正前)
【連結】 (単位：百万円)

平成18年度末 平成19年度末

基本的項目の額 578,458 593,826

（8） 10,872 10,161

136,546                       79,087

23,060 22,502

691,943 650,411

(訂正後)
【連結】 (単位：百万円)

平成18年度末 平成19年度末

基本的項目の額 578,454 593,824

（8） 10,876 10,163

136,545                       79,087

23,064 22,503

691,935 650,408

(訂正前)
【単体】 (単位：百万円)

平成18年度末 平成19年度末

基本的項目の額 558,073 571,389

（7） 11,105 11,066

17,758 18,318

676,021 631,746

(訂正後)
【単体】 (単位：百万円)

平成18年度末 平成19年度末

基本的項目の額 558,069 571,388

（7） 11,109 11,068

17,762 18,319

676,013 631,743

告示第8条に定める控除項目の額（注3）

告示第6条に定める補完的項目の額及び同告示第7条に定める準補完的項目の額の合計額 (注2)

自己資本の額

告示第5条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額 （△）(注1)

告示第8条に定める控除項目の額（注3）

自己資本の額

告示第6条に定める補完的項目の額及び同告示第7条に定める準補完的項目の額の合計額 (注2)

告示第5条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額 （△）(注1)

告示第20条に定める控除項目の額 (注3)

自己資本の額

告示第17条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額 （△）(注1)

告示第20条に定める控除項目の額 (注3)

自己資本の額

告示第17条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額 （△）(注1)
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三．自己資本の充実度に関する事項
（１）エクスポージャーごとのリスク・アセットの額及び所要自己資本の額
〔P59～60〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）

ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額 ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額

4,366,619 427,471 3,994,645 395,592

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,753,680 288,965 2,761,831 284,972
金融機関等向け 144,530 11,712 182,589 14,821

4,462,030 435,104 4,089,486 403,179
4,754,895 458,533 4,395,154 427,632

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額 ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額

4,368,643 427,641 3,995,284 395,645

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,755,705 289,134 2,762,471 285,026
金融機関等向け 146,555 11,882 183,228 14,874

4,464,055 435,274 4,090,125 403,233
4,756,920 458,703 4,395,794 427,686

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）

ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額 ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額

4,376,007 427,676 4,011,596 396,315

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,741,875 287,910 2,763,451 285,029
金融機関等向け 138,278 11,210 180,666 14,667

4,394,180 429,130 4,027,412 397,580
4,660,486 450,434 4,306,174 419,881

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額 ﾘｽｸ・ｱｾｯﾄの額 所要自己資本の額

4,378,032 427,846 4,012,235 396,369

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,743,900 288,080 2,764,090 285,083
金融機関等向け 140,302 11,379 181,305 14,721

4,396,205 429,299 4,028,051 397,634
4,662,511 450,604 4,306,813 419,935

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

なお、信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成
18年度末で340,945百万円、平成19年度末で345,338百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

なお、信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成
18年度末で348,509百万円、平成19年度末で352,252百万円であります。

なお、信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成
18年度末で348,679百万円、平成19年度末で352,305百万円であります。

なお、信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成
18年度末で340,775百万円、平成19年度末で345,284百万円であります。

合　計（１＋２＋３＋４）

エクスポージャーの区分

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

信用リスク　計　（１＋２）

平成19年度末

平成19年度末

平成19年度末

平成19年度末

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

エクスポージャーの区分
平成18年度末

平成18年度末

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

エクスポージャーの区分
平成18年度末

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

平成18年度末
エクスポージャーの区分
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三．自己資本の充実度に関する事項

[P61]  (3)自己資本比率、基本的項目比率及び総所要自己資本

（訂正前）
【連結】

平成18年度末 平成19年度末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 14.55% 14.70%

連結基本的項目比率（告示第２条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 12.16% 13.42%

(単位：百万円)
平成18年度末 平成19年度末

連結総所要自己資本額（告示第２条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 380,391 353,853

（訂正後）
【連結】

平成18年度末 平成19年度末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 14.54% 14.70%

連結基本的項目比率（告示第２条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 12.16% 13.42%

(単位：百万円)
平成18年度末 平成19年度末

連結総所要自己資本額（告示第２条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 380,553 351,663

（訂正前）
【単体】

平成18年度末 平成19年度末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.50% 14.45%

単体基本的項目比率（告示第１４条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 11.97% 13.07%

(単位：百万円)
平成18年度末 平成19年度末

単体総所要自己資本額（告示第１４条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 372,838 349,526

（訂正後）
【単体】

平成18年度末 平成19年度末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.49% 14.45%

単体基本的項目比率（告示第１４条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 11.96% 13.07%

(単位：百万円)
平成18年度末 平成19年度末

単体総所要自己資本額（告示第１４条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 373,000 344,545

（訂正前）

（訂正後）

(注)・・・平成19年度末については、告示第13条および第24条「内部格付手法又は先進的計測手法の使用開始に伴う所要自己資本の下限」
に基づき、告示第2条及び第14条の算式の分母に「フロア調整額」（【連結】28,010百万円、【単体】62,907百万円）を加え、（連結・単体）自己
資本比率、（連結・単体）基本的項目比率及び（連結・単体）総所要自己資本額を算出しております。・・・

(注)・・・平成19年度末については、告示第13条および第24条「内部格付手法又は先進的計測手法の使用開始に伴う所要自己資本の下限」
に基づき、告示第2条及び第14条の算式の分母に「フロア調整額」（【連結】27,337百万円、【単体】62,234百万円）を加え、（連結・単体）自己
資本比率、（連結・単体）基本的項目比率及び（連結・単体）総所要自己資本額を算出しております。・・・
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 四．信用リスクに関する事項

（１）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、地域別の額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳並びに

　　　デフォルトしたエクスポージャーの期末残高及び地域別の額

[P62]

【 連　結 】
（訂正前） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

7,603,817 8,232,671

静 岡 県 外 3,518,620 4,003,438

879,014 694,965

（訂正後） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

7,571,816 8,212,671

静 岡 県 外 3,486,619 3,983,437

911,015 714,965

【 単　体 】
（訂正前） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

7,640,176 8,272,264

静 岡 県 外 3,517,427 4,000,810

802,565 650,156

（訂正後） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

7,608,175 8,252,264

静 岡 県 外 3,485,426 3,980,809

834,566 670,156

国　　　　内

国　　　　外

地　域　別

国　　　　内

国　　　　外

地　域　別

国　　　　内

国　　　　外

地　域　別

国　　　　内

国　　　　外

地　域　別
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（２）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、業種別・残存期間別の額及びエクスポージャー

　　の主な種類別の内訳並びにデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及び業種別の額

[P63]
【 連　結 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,590,622 1,837,529

国・地方公共団体 931,284 916,966

（訂正後） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,622,623 1,857,530

国・地方公共団体 899,283 896,965

[P64]
【 単　体 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,532,000 1,814,760

国・地方公共団体 927,266 909,700

（訂正後） (単位：百万円)

平成１８年度末 平成１９年度末

エクスポージャーの
期末残高

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,564,001 1,834,760

国・地方公共団体 895,265 889,699

業　種　別

業　種　別

業　種　別

業　種　別
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（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについての事項
①事業法人向け、ソブリン向け及び金融機関等向けエクスポージャーに係る債務者格付別パラメータ等

B．ソブリン向けエクスポージャー
【連結】　 P69
平成18年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの
加重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 862,777

合　　　　計 ― 6.55% 1,808,595

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 830,775

合　　　　計 ― 6.67% 1,776,593

平成19年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 794,369

合　　　　計 ― 7.95% 1,827,743

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 774,369

合　　　　計 ― 8.04% 1,807,743

【単体】　 P70
平成18年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 845,785
合　　　　計 ― 6.61% 1,791,603

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 813,784
合　　　　計 ― 6.73% 1,759,602

平成19年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 777,416
合　　　　計 ― 8.02% 1,810,492

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 757,416
合　　　　計 ― 8.11% 1,790,491
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C．金融機関等向けエクスポージャー
【連結】　 P71
平成18年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 41.72% 14.97% 543,216
F2 正常先 非デフォルト 44.91% 27.81% 74,798

合　　　　計 ― 16.87% 645,036

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 41.82% 14.61% 565,216
F2 正常先 非デフォルト 44.92% 26.08% 84,798

合　　　　計 ― 16.46% 677,037

平成19年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.08% 14.34% 740,832
合　　　　計 ― 17.36% 849,501

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.13% 14.09% 760,832
合　　　　計 ― 17.08% 869,501

【単体】　 P72
平成18年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.48% 15.14% 519,906
F2 正常先 非デフォルト 44.91% 27.11% 72,423

合　　　　計 ― 17.01% 619,352

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.53% 14.75% 541,907
F2 正常先 非デフォルト 44.92% 25.42% 82,423

合　　　　計 ― 16.57% 651,353

平成19年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.69% 14.26% 726,664
合　　　　計 ― 17.31% 835,334

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ定義
LGDの推計値の
加重平均値

ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄの加
重平均値

ｵﾝ・ﾊﾞﾗﾝｽ資産
項目のEAD推計値

F1 正常先 非デフォルト 43.72% 14.00% 746,665
合　　　　計 ― 17.03% 855,334
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〔P78〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
金融機関等向け 150 △150

合　　計 78,142 △36,829

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

金融機関等向け 158 △158
合　　計 78,150 △36,837

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
金融機関等向け 147 △147

合　　計 77,595 △38,308

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

金融機関等向け 155 △155
合　　計 77,603 △38,316

損失額の推計値（c）

④内部格付手法を適用するエクスポージャーについての直前期における損失の実績値及び当該実
　 績値と過去の実績値との対比並びに要因分析及び長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比

エクスポージャー区分 損失額の推計値（c）

エクスポージャー区分 損失額の推計値（c）

エクスポージャー区分 損失額の推計値（c）

エクスポージャー区分
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