
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 2012 正誤表 

 
「静岡銀行グループの現況 2012」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 2012 
第 11 次中期経営計画 

[P7] 目標とする経営指標 

（訂正前） （訂正後）

健全性指標 平成23年度実績 平成23年度実績

　連結TierⅠ比率 16.06% 16.03%  

業績ハイライト 
 [P9] 業績推移 

  

（訂正前）

◎連結 平成20年度 平成22年度 平成23年度 前年度比

自己資本比率(%) 14.12 15.30 17.49 ＋2.19

うちTierⅠ比率(%) 13.76 14.40 16.06 ＋1.66

（訂正後）

◎連結 平成20年度 平成22年度 平成23年度 前年度比

自己資本比率(%) 14.06 15.26 17.45 ＋2.19

うちTierⅠ比率(%) 13.71 14.36 16.03 ＋1.67  
健全な財務状況 
 [P18] BIS 自己資本比率 

  

訂正前 訂正後

平成24年3月末時点のバーゼルⅡによる自
己資本比率（連結ベース）は17.49%、基本的項
目であるTierⅠ比率（中核自己資本比率）は
16.06%と、海外に営業拠点を有する銀行の基
準とされる8%を十分にクリアしています。

平成24年3月末時点のバーゼルⅡによる自
己資本比率（連結ベース）は17.45%、基本的項
目であるTierⅠ比率（中核自己資本比率）は
16.03%と、海外に営業拠点を有する銀行の基
準とされる8%を十分にクリアしています。  
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2.別冊 静岡銀行グループの現況 2012 
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20年度 平成22年度 平成23年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 14.12 15.30 17.49

（訂正後） (単位：％)

平成20年度 平成22年度 平成23年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 14.06 15.26 17.45  
決算の状況（単体） 
 □単体財務ハイライト 
 [P17] ■主要な経営指標等の推移(単体) 

  

（訂正前） (単位：％)

平成20年度 平成22年度 平成23年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 13.91 14.90 17.01

（訂正後） (単位：％)

平成20年度 平成22年度 平成23年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 13.86 14.85 16.98  
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　 資本の状況（連結・単体）

　[P41] ■連結自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

15.30 17.49

14.40 16.06

(訂正後)
（単位：%）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

15.26 17.45

14.36 16.03

(訂正前)
(単位：億円）

平成23年3月31日 平成24年3月31日
資産（オン・バランス）項目  39,729  36,396

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  41,628 38,003

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M)  44,828 41,147

(訂正後)
(単位：億円）

平成23年3月31日 平成24年3月31日
資産（オン・バランス）項目  39,850  36,481

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  41,749 38,088

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M)  44,950 41,232

項目

項目

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

リスク・
アセット

等

リスク・
アセット

等

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）
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　 資本の状況（連結・単体）

　[P42] ■単体自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

14.90 17.01

13.95 15.54

(訂正後)
（単位：%）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

14.85 16.98

13.91 15.51

(訂正前)
(単位：億円）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

適格引当金が期待損失額を上回る額  17  35

自己資本額 (A)+(B)+(C)-(D)  　　　                                                    (E)                        6,609 6,900

資産（オン・バランス）項目  39,412  35,960

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  41,419 37,692

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M)  44,358 40,549

(訂正後)
(単位：億円）

平成23年3月31日 平成24年3月31日

適格引当金が期待損失額を上回る額  16  34

自己資本額 (A)+(B)+(C)-(D)  　　　                                                    (E)                        6,609 6,899

資産（オン・バランス）項目  39,534  36,045

信用リスク・アセットの額   　                                           (F)  41,540 37,777

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M)  44,480 40,633

リスク・
アセット

等

項目

リスク・
アセット

等

補完的項目
（ＴｉｅｒⅡ）

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

項目

補完的項目
（ＴｉｅｒⅡ）

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）
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【自己資本の充実の状況】
　定量的な開示事項
　[P61] 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22年度末 平成23年度末

50,678 63,279

686,073 719,899

(訂正後)
【連結】 (単位：百万円)

平成22年度末 平成23年度末

50,616 63,241

686,012 719,862

(訂正前)
【単体】 (単位：百万円)

平成22年度末 平成23年度末

48,288 61,164

660,983 690,003

(訂正後)
【単体】 (単位：百万円)

平成22年度末 平成23年度末

48,227 61,127

660,922 689,966

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

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

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)

自己資本の額

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)
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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
〔P62～63〕

【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
4,048,614 408,814 3,681,456 367,507

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,098,010 316,098 2,867,393 290,323
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,472,845 131,231 1,248,191 109,390

4,162,801 417,949 3,800,383 377,021
4,482,889 443,556 4,114,781 402,173

　　　　（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
4,060,739 409,846 3,689,949 368,224

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,110,136 317,130 2,875,886 291,040
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,484,971 132,263 1,256,685 110,107

4,174,927 418,981 3,808,877 377,738
4,495,015 444,588 4,123,274 402,890

【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
4,097,820 412,087 3,718,488 369,835

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,130,141 318,787 2,888,849 292,082
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,495,458 133,115 1,258,866 110,240

4,141,966 415,619 3,769,211 373,893
4,435,895 439,133 4,054,906 396,749

　　　　（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
4,109,946 413,118 3,726,982 370,552

（１）事業法人等向けエクスポージャー 3,142,266 319,818 2,897,342 292,799
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,507,584 134,146 1,267,360 110,957

4,154,092 416,650 3,777,704 374,610
4,448,020 440,164 4,063,399 397,465

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

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

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）

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22年度末
で388,614百万円、平成23年度末で350,382百万円であります。

平成22年度末

平成22年度末

平成22年度末

平成22年度末

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22年度末
で391,417百万円、平成23年度末で354,174百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

平成23年度末

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22年度末
で392,448百万円、平成23年度末で354,890百万円であります。

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22年度末
で387,582百万円、平成23年度末で349,666百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

平成23年度末

平成23年度末

平成23年度末

合　計（１＋２＋３＋４）

エクスポージャーの区分

合　計（１＋２＋３＋４）
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三．自己資本の充実度に関する事項

[P64]  (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22年度末 平成23年度末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 15.30% 17.49%

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） 14.40% 16.06%

(単位：百万円)
平成22年度末 平成23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） 358,631 329,182

（訂正後）
【連結】

平成22年度末 平成23年度末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 15.26% 17.45%

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） 14.36% 16.03%

(単位：百万円)
平成22年度末 平成23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） 359,601 329,861

（訂正前）
【単体】

平成22年度末 平成23年度末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.90% 17.01%

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） 13.95% 15.54%

(単位：百万円)
平成22年度末 平成23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） 354,871 324,392

（訂正後）
【単体】

平成22年度末 平成23年度末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 14.85% 16.98%

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） 13.91% 15.51%

(単位：百万円)
平成22年度末 平成23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） 355,841 325,071
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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

[P66]
【 連　結 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２２年度末 平成２３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 1,704,195 1,767,846

国・地方公共団体 1,127,801 1,470,823

（訂正後） (単位：百万円)

平成２２年度末 平成２３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 1,734,195 1,797,848

国・地方公共団体 1,097,801 1,440,821

[P67]
【 単　体 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２２年度末 平成２３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 1,686,367 1,745,755

国・地方公共団体 1,121,354 1,464,539

（訂正後） (単位：百万円)

平成２２年度末 平成２３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 1,716,367 1,775,757

国・地方公共団体 1,091,354 1,434,537

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】　 P71
平成22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

B1 正常先 非デフォルト 43.18% 54.96% 492,169
合　　　　計 ― 63.28% 3,942,016

（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 43.28% 54.07% 522,169
合　　　　計 ― 63.10% 3,972,016

平成23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

B1 正常先 非デフォルト 42.28% 42.32% 883,711
合　　　　計 ― 60.04% 3,804,783

（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 42.36% 41.84% 913,713
合　　　　計 ― 59.80% 3,834,785

【単体】　 P72
平成22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

B1 正常先 非デフォルト 43.17% 54.98% 490,722
合　　　　計 ― 63.41% 3,966,860

（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 43.27% 54.09% 520,722
合　　　　計 ― 63.24% 3,996,860

平成23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

B1 正常先 非デフォルト 42.37% 42.21% 919,264
合　　　　計 ― 59.91% 3,830,319

（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 42.45% 41.76% 949,266
合　　　　計 ― 59.67% 3,860,321
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B．ソブリン向けエクスポージャー
【連結】　 P73
平成22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

S1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 1,293,511
合　　　　計 ― 4.69% 2,235,633

（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% 1,263,511
合　　　　計 ― 4.75% 2,205,633

平成23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

S1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 1,683,208
合　　　　計 ― 3.83% 2,598,785

（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% 1,653,205
合　　　　計 ― 3.88% 2,568,783

【単体】　 P74
平成22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% 1,271,549
合　　　　計 ― 4.73% 2,210,195

（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% 1,241,549
合　　　　計 ― 4.79% 2,180,195

平成23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% 1,655,569
合　　　　計 ― 3.87% 2,569,347

（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% 1,625,567
合　　　　計 ― 3.91% 2,539,344
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〔P82〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
事業法人向け 68,169 △35,891

合　　計 84,925 △43,672

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

事業法人向け 68,231 △35,953
合　　計 84,987 △43,734

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
事業法人向け 68,244 △35,966

合　　計 84,261 △45,178

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

事業法人向け 68,306 △36,028
合　　計 84,323 △45,240

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 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 損失額の推計値（c）
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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
〔P90〕

（訂正前） （訂正後）
（単位：百万円） （単位：百万円）

平成22年度末 平成23年度末 平成22年度末 平成23年度末

自己資本の額：B 667,330 691,472 667,269 691,435

アウトライヤー比率A+B 12.135% 2.634% 12.136% 2.634%
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