
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 2010～中間期データ編 正誤表 

 
「静岡銀行グループの現況 2010～中間期データ編」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。 
 
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） (単位：％)

平成21年度中間期 平成20年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 14.74 14.12

（訂正後） (単位：％)

平成21年度中間期 平成20年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 14.71 14.06  
 
決算の状況（単体） 
 □単体財務ハイライト 
 [P13] ■主要な経営指標等の推移(単体) 

  

（訂正前） (単位：％)

平成21年度中間期 平成20年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 14.51 13.91

（訂正後） (単位：％)

平成21年度中間期 平成20年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 14.47 13.86  
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　 資本の状況（連結・単体）

　[P37] ■連結自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成20年9月30日 平成21年9月30日

14.56 14.74

13.74 13.79

うち中核自己資本比率　 12.84 12.78

(訂正後)
（単位：%）

平成20年9月30日 平成21年9月30日

14.56 14.71

13.74 13.76

うち中核自己資本比率　 12.84 12.75

(訂正前)
(単位：億円）

平成20年9月30日 平成21年9月30日
自己資本額 (A)+(B)+(C)-(D)  　　　                                                    (E) 6,359                       6,645

資産（オン・バランス）項目 38,947                      39,881

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 40,519                     41,842

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L) 43,654                     45,052

(訂正後)
(単位：億円）

平成20年9月30日 平成21年9月30日
自己資本額 (A)+(B)+(C)-(D)  　　　                                                    (E) 6,359                       6,644

資産（オン・バランス）項目 38,947                      39,995

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 40,519                     41,955

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L) 43,654                     45,165

リスク・
アセット

等

リスク・
アセット

等

項目

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　×100）

うちTierⅠ比率　（　　　　×100）

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　×100）

うちTierⅠ比率　（　　　　×100）

項目

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）
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　 資本の状況（連結・単体）

　[P38] ■単体自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成20年9月30日 平成21年9月30日

14.28 14.51

13.34 13.47

うち中核自己資本比率　 12.50 12.50

(訂正後)
（単位：%）

平成20年9月30日 平成21年9月30日

14.28 14.47

13.34 13.43

うち中核自己資本比率　 12.50 12.46

(訂正前)
(単位：億円）

平成20年9月30日 平成21年9月30日
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額(△) 119                          4

(A) 5,770                        5,983

資産（オン・バランス）項目 38,491                      39,464

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 40,095                     41,470

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L) 43,231                     44,416

(訂正後)
(単位：億円）

平成20年9月30日 平成21年9月30日
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額(△) 119                          5

(A) 5,770                        5,982

資産（オン・バランス）項目 38,491                      39,578

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 40,095                     41,584

計((F)+(G)+(I)+(K))                                                       (L) 43,231                     44,529

項目

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基本的項目
（ＴｉｅｒⅠ）

リスク・
アセット

等

リスク・
アセット

等

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

基本的項目
（ＴｉｅｒⅠ） 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）

（Ｅ）
（Ｌ）

（Ａ）
（Ｌ）

－3－



【自己資本の充実の状況編】
　定量的な開示事項
　[P44] 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20年度中間期末 平成21年度中間期末

                       60,044 54,960

                     635,935 664,506

(訂正後)
【連結】 (単位：百万円)

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

                       60,044 54,905

                     635,935 664,450

(訂正前)
【単体】 (単位：百万円)

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

基本的項目の額                      577,063 598,303

（7）                        11,942 493

                       59,590 53,810

                       19,236 7,314

                     617,417 644,799

(訂正後)
【単体】 (単位：百万円)

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

基本的項目の額                      577,063 598,275

（7）                        11,942 520

                       59,590 53,809

                       19,236 7,342

                     617,417 644,743

告示第20条に定める控除項目の額 (注4)

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2)

告示第18条に定める補完的項目の額及び同告示第19条に定める準補完的項目の額の合計額 (注3)

告示第20条に定める控除項目の額 (注4)

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2)

告示第18条に定める補完的項目の額及び同告示第19条に定める準補完的項目の額の合計額 (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3)

自己資本の額

自己資本の額
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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
〔P45～46〕

【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

4,080,224 410,893

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,107,019 318,924
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,539,849 140,863

4,184,233 419,214
4,505,226 444,893

　　　　（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

4,091,576 411,857

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,118,371 319,888
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,551,201 141,827

4,195,585 420,177
4,516,578 445,857

【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

4,117,175 413,047

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,127,838 320,572
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,560,510 142,577

4,147,069 415,439
4,441,617 439,002

　　　　（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

4,128,527 414,011

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,139,190 321,536
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,571,861 143,541

4,158,421 416,402
4,452,969 439,966

エクスポージャーの区分
平成21年度中間期末

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

平成21年度中間期末
エクスポージャーの区分

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21年度中間期末

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20年
度中間期末で359,481百万円、平成21年度中間期末で384,484百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

平成21年度中間期末

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20年
度中間期末で365,028百万円、平成21年度中間期末で388,730百万円であります。

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20年
度中間期末で365,028百万円、平成21年度中間期末で389,694百万円であります。

合　計（１＋２＋３＋４）

２．内部格付手法が適用される
　  エクスポージャー

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）

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

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20年
度中間期末で359,481百万円、平成21年度中間期末で383,521百万円であります。
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三．自己資本の充実度に関する事項

[P47]  (3)自己資本比率、基本的項目比率及び総所要自己資本額

（訂正前）
【連結】

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 14.56% 14.74%

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） 13.74% 13.79%

(単位：百万円)
平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

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） 349,235 360,418

（訂正後）
【連結】

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 14.56% 14.71%

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） 13.74% 13.76%

(単位：百万円)
平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

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） 349,235 361,326

（訂正前）
【単体】

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.28% 14.51%

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） 13.34% 13.47%

(単位：百万円)
平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

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） 345,855 355,329

（訂正後）
【単体】

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.28% 14.47%

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） 13.34% 13.43%

(単位：百万円)
平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

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） 345,855 356,237
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 四．信用リスクに関する事項

（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

[P49]
【 連　結 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２１年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,758,480

国・地方公共団体 1,002,936

（訂正後） (単位：百万円)

平成２１年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,788,480

国・地方公共団体 972,936

[P50]
【 単　体 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２１年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,759,225

国・地方公共団体 996,341

（訂正後） (単位：百万円)

平成２１年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,789,225

国・地方公共団体 966,341

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

A．事業法人向けエクスポージャー
【連結】　 P55
平成21年度中間期末
（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

B1 正常先 非デフォルト 43.04% 52.46% 456,085
合　　　　計 ― 63.13% 3,878,436

（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

B1 正常先 非デフォルト 43.16% 51.50% 486,085
合　　　　計 ― 62.93% 3,908,436

【単体】　 P56
平成21年度中間期末
（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

B1 正常先 非デフォルト 43.04% 52.46% 456,036
合　　　　計 ― 63.24% 3,902,458

（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

B1 正常先 非デフォルト 43.16% 51.50% 486,036
合　　　　計 ― 63.04% 3,932,458

B．ソブリン向けエクスポージャー
【連結】　 P57
平成21年度中間期末
（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

S1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 912,200
合　　　　計 ― 6.27% 1,976,842

（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

S1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 882,200
合　　　　計 ― 6.37% 1,946,842

【単体】　 P58
平成21年度中間期末
（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% 900,236
合　　　　計 ― 6.30% 1,962,284

（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% 870,235
合　　　　計 ― 6.39% 1,932,284
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〔P66〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
（参考）

損失額の推計値（c）
事業法人向け 67,025

合　　計 80,510

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

（参考）
損失額の推計値（c）

事業法人向け 67,108
合　　計 80,593

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
（参考）

損失額の推計値（c）
事業法人向け 66,966

合　　計 79,779

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

（参考）
損失額の推計値（c）

事業法人向け 67,048
合　　計 79,861

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損失額の推計値と実績値の対比

エクスポージャー区分

エクスポージャー区分

エクスポージャー区分

エクスポージャー区分
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十一．銀行勘定における金利リスクに関する事項
＜参考＞アウトライヤー基準による銀行勘定による金利リスク
〔P74〕

（訂正前） （訂正後）
（単位：百万円） （単位：百万円）

平成20年度中間期末 平成21年度中間期末 平成20年度中間期末 平成21年度中間期末

自己資本の額：B 636,654 652,113 636,654 652,086
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