
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 2014 正誤表 

 
「静岡銀行グループの現況 2014」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 2014 
第 12 次中期経営計画 

[P8] 5 目標とする指標 

（訂正前） （訂正後）

25年度実績 25年度実績

健全性指標 連結普通株式等TierⅠ比率 15.43% 15.38%  

業績ハイライト 
 [P11] 業績推移 

  

（訂正前）

連結 平成23年度 平成24年度 平成25年度 前年度比

自己資本比率(%) 17.49 17.46 16.85 ▲0.61

うちTierⅠ比率(%) 16.06 15.55 15.43 ▲0.12

（訂正後）

連結 平成23年度 平成24年度 平成25年度 前年度比

自己資本比率(%) 17.45 17.41 16.80 ▲0.61

うちTierⅠ比率(%) 16.03 15.51 15.38 ▲0.13(注2) (注2)

(注1) (注1)

(注1) (注1)

(注2) (注2)

 
健全な財務状況 
 [P20] BIS 自己資本比率 

  

訂正前 訂正後

平成26年3月末時点のバーゼルⅢ基準にお
ける自己資本比率（連結ベース）は16.85%、普
通株式等TierⅠ比率は15.43%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26年3月末時点のバーゼルⅢ基準にお
ける自己資本比率（連結ベース）は16.80%、普
通株式等TierⅠ比率は15.38%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 2014 
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22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

連 結 自 己 資 本 比 率 （ 国 際 統 一 基 準 ） 15.30 17.49 -          -          

連 結 総 自 己 資 本 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          17.46 16.85

連 結 Tier1 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          15.55 15.45

連結普通株式等Tier1比率(国際統一基準) -          -          15.55 15.43

（訂正後） (単位：％)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

連 結 自 己 資 本 比 率 （ 国 際 統 一 基 準 ） 15.26 17.45 -          -          

連 結 総 自 己 資 本 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          17.41 16.80

連 結 Tier1 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          15.51 15.40

連結普通株式等Tier1比率(国際統一基準) -          -          15.51 15.38  
決算の状況（単体） 
 □単体財務ハイライト 
 [P18] ■主要な経営指標等の推移(単体) 

  

（訂正前） (単位：％)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

単 体 自 己 資 本 比 率 （ 国 際 統 一 基 準 ） 14.90 17.01 -          -          

単 体 総 自 己 資 本 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          16.97 16.37

単 体 Tier1 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          15.08 14.98

単体普通株式等Tier1比率(国際統一基準) -          -          15.08 14.98

（訂正後） (単位：％)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

単 体 自 己 資 本 比 率 （ 国 際 統 一 基 準 ） 14.85 16.98 -          -          

単 体 総 自 己 資 本 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          16.93 16.31

単 体 Tier1 比 率 ( 国 際 統 一 基 準 ) -          -          15.05 14.93

単体普通株式等Tier1比率(国際統一基準) -          -          15.05 14.93  
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【自己資本の充実の状況】
　自己資本の構成に関する開示事項
　[P47-48] 【連結】平成24年度末

（訂正前）

（単位：百万円、％）

経過措置による不
算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 1,653 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 833 50a

うち、適格引当金Tier2 算入額 820 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 84,358 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 84,187 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 768,460 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額の合計額 （ヲ） 4,400,141 60
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.55% 61

連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.55% 62

連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 17.46% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 833 76

820 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 23,718 79

（訂正後）

（単位：百万円、％）

経過措置による不
算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 1,618 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 831 50a

うち、適格引当金Tier2 算入額 786 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 84,323 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 84,152 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 768,424 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額の合計額 （ヲ） 4,411,231 60
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.51% 61

連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.51% 62

連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 17.41% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 831 76

786 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 23,784 79

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及び
リテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合に
あっては、零とする。）

項目
国際様式の
該当番号(注)

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及び
リテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合に
あっては、零とする。）

国際様式の
該当番号(注)

項目
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　自己資本の構成に関する開示事項
　[P49-50] 【連結】平成25年度末

（訂正前）

（単位：百万円、％）

経過措置による
不算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 1,736 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 807 50a

うち、適格引当金Tier2 算入額 929 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 67,198 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 65,355 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 782,900 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額の合計額 （ヲ） 4,643,586 60
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.43% 61

連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.45% 62

連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.85% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 807 76

929 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 25,865 79

（訂正後）

（単位：百万円、％）

経過措置による
不算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 1,685 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 804 50a

うち、適格引当金Tier2 算入額 881 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 67,147 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 65,304 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 782,850 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額の合計額 （ヲ） 4,659,199 60
連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.38% 61

連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.40% 62

連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.80% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 804 76

881 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 25,959 79

項目
国際様式の
該当番号(注)

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及
びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場
合にあっては、零とする。）

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及
びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場
合にあっては、零とする。）

項目
国際様式の
該当番号(注)
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　自己資本の構成に関する開示事項
　[P51-52] 【単体】平成24年度末

（訂正前）
（単位：百万円、％）

経過措置による不
算入額

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目
適格引当金不足額 -                      10 12

少数出資金融機関等の普通株式の額 -                      5,055 18

その他Tier1 資本不足額 5 27

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 5 28
普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 655,438 29
その他Tier1 資本に係る調整項目

5

うち、適格引当金不足額に係る経過措置によるものの額 5

その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） 5 43
Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 655,438 45
Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 116 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 116 50a
Tier2 資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2 資本調達手段の額 -                      3,712 54

240

うち、適格引当金不足額に係る経過措置によるものの額 5

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 240 57
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 82,096 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 737,534 59

リスク・アセット
23,394

うち、少数出資金融機関等の資本調達手段の額に係る経過措置によるものの額 9,646

リスク・アセットの額 の合計額（ヲ） 4,343,593 60
自己資本比率
普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.08% 61

Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.08% 62

総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.97% 63
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額 76,286 72
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 116 76

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 23,942 79

（訂正後）

（単位：百万円、％）

経過措置による不
算入額

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目
適格引当金不足額 -                      45 12

少数出資金融機関等の普通株式の額 -                      5,057 18

その他Tier1 資本不足額 22 27

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 22 28
普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 655,421 29
その他Tier1 資本に係る調整項目

22

うち、適格引当金不足額に係る経過措置によるものの額 22

その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） 22 43
Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 655,421 45
Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 115 50

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 115 50a
Tier2 資本に係る調整項目
少数出資金融機関等のTier2 資本調達手段の額 -                      3,713 54

258

うち、適格引当金不足額に係る経過措置によるものの額 22

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 258 57
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 82,078 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 737,499 59
リスク・アセット

23,397

うち、少数出資金融機関等の資本調達手段の額に係る経過措置によるものの額 9,650

リスク・アセットの額 の合計額（ヲ） 4,354,684 60
自己資本比率
普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.05% 61

Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 15.05% 62

総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.93% 63
調整項目に係る参考事項
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額 76,282 72
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 115 76

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 24,009 79

項目
国際様式の
該当番号(注)

経過措置によりTier2 資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額

項目
国際様式の
該当番号(注)

経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額

経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額

経過措置によりTier2 資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額
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　自己資本の構成に関する開示事項
　[P53-54] 【単体】平成25年度末

（訂正前）

（単位：百万円、％）

経過措置による
不算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 463 50

うち、適格引当金Tier2 算入額 326 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 65,464 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 63,326 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 747,887 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額 の合計額（ヲ） 4,568,306 60
自己資本比率
普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 14.98% 61

Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 14.98% 62

総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.37% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項

326 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 25,572 79

（訂正後）

（単位：百万円、％）

経過措置による
不算入額

Tier2 資本に係る基礎項目
一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 413 50

うち、適格引当金Tier2 算入額 276 50b

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 65,413 51
Tier2 資本
Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 63,276 58
総自己資本
総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 747,837 59
リスク・アセット
リスク・アセットの額 の合計額（ヲ） 4,583,919 60
自己資本比率
普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 14.93% 61

Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 14.93% 62

総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.31% 63
Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項

276 78

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 25,665 79

項目
国際様式の
該当番号(注)

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及
びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場
合にあっては、零とする。）

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及
びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下回る場
合にあっては、零とする。）

国際様式の
該当番号(注)

項目
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定性的な開示事項
十一．(連結)貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
[P76]【単体】平成24年度末（付表）
６．金融機関向け出資等の対象科目

(2)自己資本の構成

（訂正前） (単位：百万円）

金額 備考
国際様式の
該当番号

少数出資金融機関等の資本調達手段の額 85,054              
普通株式等Tier1相当額  5,055 18
Tier2相当額  3,712 54

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調
整項目不算入額

 76,286 72

（訂正後） (単位：百万円）

金額 備考
国際様式の
該当番号

少数出資金融機関等の資本調達手段の額 85,054              
普通株式等Tier1相当額  5,057 18
Tier2相当額  3,713 54

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調
整項目不算入額

 76,282 72

自己資本の構成に関する開示事項

自己資本の構成に関する開示事項
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二．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
〔P80～81〕

【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
3,995,146 385,366 4,222,240 395,832

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,937,318 289,445 2,906,215 279,214
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,335,071 116,364 1,330,231 114,311
金融機関等向け 147,045 11,973 170,846 13,916

4,072,343 391,542 4,310,920 402,927
4,400,141 417,766 4,643,586 429,540

　　　　（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
4,006,236 386,289 4,237,853 397,132

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,948,408 290,368 2,921,828 280,513
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,346,161 117,286 1,341,427 115,239
金融機関等向け 147,045 11,973 175,263 14,288

4,083,433 392,465 4,326,533 404,226
4,411,231 418,689 4,659,199 430,839

【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
4,032,528 387,815 4,246,984 397,308

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,959,569 291,279 2,919,152 280,278
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,342,657 116,972 1,329,547 114,234
金融機関等向け 162,786 13,285 187,269 15,283

（８）調整項目に相当しリスク・アセットの算出を要しないエクスポージャー（△） △ 10,314 △ 827 △ 20,760 △ 1,664
4,043,333 388,679 4,262,008 398,509

５．経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額 23,394 1,871 28,880 2,310
4,343,593 412,700 4,568,306 423,013

　　　　（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
4,043,614 388,737 4,262,597 398,607

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,970,656 292,201 2,934,765 281,578
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,353,747 117,895 1,340,743 115,162
金融機関等向け 162,786 13,285 191,686 15,655

（８）調整項目に相当しリスク・アセットの算出を要しないエクスポージャー（△） △ 10,318 △ 827 △ 20,760 △ 1,664
4,054,419 389,601 4,277,620 399,809

５．経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額 23,397 1,871 28,880 2,310
4,354,684 413,623 4,583,919 424,313

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）株式等および２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成24年度末で346,232百万円、平成25年度
末で339,284百万円であります。

平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

平成24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）株式等および２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成24年度末で350,355百万円、平成25年度
末で344,261百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）

合　計（１＋２＋３＋４＋５）

平成25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）株式等および２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成24年度末で351,277百万円、平成25年度
末で345,560百万円であります。

信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等および２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成24年度末で345,310百万円、平成25年度
末で337,985百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）

合　計（１＋２＋３＋４＋５）

平成25年度末

平成25年度末

平成25年度末

合　計（１＋２＋３＋４＋５）

エクスポージャーの区分

合　計（１＋２＋３＋４＋５）
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(２)内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及び内訳
〔P82〕

　　　　（訂正前）

（注３） 上記以外で、リスクウェイト２５０％を適用するエクスポージャーは、平成２４年度末で【連結】８２百万円、
【単体】６２百万円、平成２５年度末で【連結】１２７百万円、【単体】６２百万円であります。

また、調整項目に相当しリスク・アセットの算出を要しないエクスポージャーは、平成２４年度末で【連結】
３,０７１百万円、【単体】４,２３４百万円、平成２５年度末で【連結】７,３２１百万円、【単体】８,４８２百万円
であります。

　　　　（訂正後）

（注３） 上記以外で、リスクウェイト２５０％を適用するエクスポージャーは、平成２４年度末で【連結】８２百万円、
【単体】６２百万円、平成２５年度末で【連結】１２７百万円、【単体】６２百万円であります。

また、調整項目に相当しリスク・アセットの算出を要しないエクスポージャーは、平成２４年度末で【連結】
３,０７１百万円、【単体】４,２３６百万円、平成２５年度末で【連結】７,３２１百万円、【単体】８,４８２百万円
であります。
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定量的な開示事項

二．自己資本の充実度に関する事項

[P82] (3)総所要自己資本額

（訂正前）
【連結】 (単位：百万円)

平成24年度末 平成25年度末

連結総所要自己資本額（リスク・アセットの額の合計額に８％を乗じた額） 352,011 371,486

（訂正後）
【連結】 (単位：百万円)

平成24年度末 平成25年度末

連結総所要自己資本額（リスク・アセットの額の合計額に８％を乗じた額） 352,898 372,735

（訂正前）
【単体】 (単位：百万円)

平成24年度末 平成25年度末

単体総所要自己資本額（リスク・アセットの額の合計額に８％を乗じた額） 347,487 365,464

（訂正後）
【単体】 (単位：百万円)

平成24年度末 平成25年度末

単体総所要自己資本額（リスク・アセットの額の合計額に８％を乗じた額） 348,374 366,713
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 三．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

[P83]

【 連　結 】
（訂正前） (単位：百万円)

平成２５年度末

エクスポージャーの
期末残高

9,719,772

静 岡 県 外 4,671,344

1,008,500

（訂正後） (単位：百万円)

平成２５年度末

エクスポージャーの
期末残高

9,708,764

静 岡 県 外 4,660,336

1,019,508

【 単　体 】
（訂正前） (単位：百万円)

平成２５年度末

エクスポージャーの
期末残高

9,748,834

静 岡 県 外 4,660,084

956,060

（訂正後） (単位：百万円)

平成２５年度末

エクスポージャーの
期末残高

9,737,826

静 岡 県 外 4,649,076

967,067

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

[P84]
【 連　結 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２４年度末 平成２５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 2,044,992 2,054,138

国・地方公共団体 1,735,694 1,675,521

（訂正後） (単位：百万円)

平成２４年度末 平成２５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 2,074,998 2,097,150

国・地方公共団体 1,705,688 1,632,508

[P85]
【 単　体 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２４年度末 平成２５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 2,019,935 2,011,122

国・地方公共団体 1,728,798 1,666,506

（訂正後） (単位：百万円)

平成２４年度末 平成２５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 2,049,941 2,054,135

国・地方公共団体 1,698,792 1,623,494

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】　 P89
平成24年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.26% 43.13% 908,164
合　　　　計 ― 59.42% 3,937,584

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.34% 42.88% 938,170
合　　　　計 ― 59.25% 3,967,590

平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.32% 43.05% 961,628
B2 正常先 非デフォルト 42.81% 78.03% 297,381
B3 正常先 非デフォルト 39.84% 78.69% 856,292
C0 要注意先 非デフォルト 40.49% 97.03% 191,213

合　　　　計 ― 57.50% 3,976,810

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.40% 42.77% 993,812
B2 正常先 非デフォルト 42.80% 78.04% 297,201
B3 正常先 非デフォルト 39.84% 78.68% 856,890
C0 要注意先 非デフォルト 40.48% 97.01% 190,615

合　　　　計 ― 57.32% 4,008,814

【単体】　 P90
平成24年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.26% 43.13% 908,164
合　　　　計 ― 59.22% 3,963,703

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.34% 42.88% 938,170
合　　　　計 ― 59.05% 3,993,709

平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.32% 43.06% 960,212
B2 正常先 非デフォルト 42.81% 78.03% 297,381
B3 正常先 非デフォルト 39.83% 78.69% 854,944
C0 要注意先 非デフォルト 40.46% 96.98% 189,768

合　　　　計 ― 57.17% 4,000,125

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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 42.40% 42.78% 992,396
B2 正常先 非デフォルト 42.80% 78.04% 297,201
B3 正常先 非デフォルト 39.83% 78.69% 855,542
C0 要注意先 非デフォルト 40.45% 96.96% 189,170

合　　　　計 ― 56.99% 4,032,129
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B．ソブリン向けエクスポージャー
【連結】　 P91
平成24年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 2,046,386
合　　　　計 ― 3.31% 2,966,208

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 2,016,380
合　　　　計 ― 3.34% 2,936,202

平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 1,902,154
合　　　　計 ― 3.48% 2,801,225

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 1,859,142
合　　　　計 ― 3.53% 2,758,213

【単体】　 P92
平成24年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 2,020,417
合　　　　計 ― 3.32% 2,930,076

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 1,990,411
合　　　　計 ― 3.35% 2,900,070

平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 1,876,432
合　　　　計 ― 3.44% 2,752,850

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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% 1,833,420
合　　　　計 ― 3.50% 2,709,838
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C．金融機関等向けエクスポージャー
【連結】　 P93
平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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

F2 正常先 非デフォルト 26.00% 17.50% 291,114
F4 正常先 非デフォルト 45.00% 100.77% 3,386

合　　　　計 ― 15.14% 683,703

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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

F2 正常先 非デフォルト 26.28% 17.55% 299,117
F4 正常先 非デフォルト 45.00% 93.29% 6,391

合　　　　計 ― 15.37% 694,711

【単体】　 P94
平成25年度末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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

F2 正常先 非デフォルト 26.28% 17.69% 290,709
F4 正常先 非デフォルト 45.00% 100.77% 3,386

合　　　　計 ― 16.74% 682,803

（訂正後）

格付区分 債務者区分 デフォルト定義
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

F2 正常先 非デフォルト 26.55% 17.74% 298,712
F4 正常先 非デフォルト 45.00% 93.29% 6,391

合　　　　計 ― 16.95% 693,811
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〔P100〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
事業法人向け 54,379 △32,546

合　　計 65,757 △36,966

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

事業法人向け 54,414 △32,581
合　　計 65,792 △37,001

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
比　　較

（b）―（c）
事業法人向け 54,380 △32,547

合　　計 65,214 △38,013

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

比　　較
（b）―（c）

事業法人向け 54,416 △32,583
合　　計 65,250 △38,049

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．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
〔P108〕

（訂正前） （訂正後）
（単位：百万円） （単位：百万円）

平成24年度末 平成25年度末 平成24年度末 平成25年度末

自己資本の額：B 737,534 747,887 737,499 747,837
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