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平素より静岡銀行グループをお引き立ていただき、
まことにありがとうございます。

皆さまに静岡銀行ならびにグループ各社に対する
理解を一層深めていただくため、本年もディスクロー
ジャー誌を作成いたしました。静岡銀行グループの
経営方針や最近の業績に加え、各種戦略への取り組み
などをまとめておりますので、ご高覧のうえ、ご理解
を賜れば幸いに存じます。

国内経済は、東日本大震災からの復興を目指し、着実
に回復の足取りをたどってきましたが、欧州の経済
不安をはじめ、世界経済の先行き不透明感を背景と
した外需の低迷や円高の影響により、本格的な景気
回復には至らない状況にあります。

こうした経営環境のなか、静岡銀行グループでは、
お客さまからのご相談やご要望に真摯に対応すると
ともに、平成23年4月よりスタートした第11次中期
経営計画「MIRAI～未来 」のビジョ ン「 お客さまと
ともに地域の未来を切り拓く総合金融 グルー プ ～
Challenge for the Future」の実現に向け、地域密着
型金融の一層の推進に取り組み、円滑な資金供給を
通じて地域経済を支えることで、地域金融機関として
の使命を果たしてまいります。

今後とも変わらぬご支援とお引き立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。
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“地域とともに夢と豊かさを広げます｡”

企業理念

【 基本理念 】

【 行動指針 】

私たちは、地域の総合金融機関として、質の高いサービスを提供し、
人々の暮らしと事業の夢の実現に貢献します。

私たちは、地域とともに歩む良き企業として、
地域の経済と文化の発展に努めます。

私たちは、健全性を基本として、時代を先取りする積極的な経営を心がけ、
地域社会、お客さま、株主、従業員の幸福を追求します。

感 謝 の 心
創 意 挑 戦
自 由 闊 達
自 己 革 新
誇りと喜 び

心のふれあいを大切にします。
常により高い目標を目指します。
いつも明るくはつらつと行動します。
たえず能力と感性を磨きます。
情熱を持って私の役割を果たします。

静岡銀行プロフィール
● 本店所在地
● 電話番号
● 設立年月日
● 資本金
● 主要勘定

● 発行済株式数

● 拠点数

● 従業員数
● 格付

静岡市葵区呉服町1丁目10番地
054（261）3131
昭和18年3月1日
908億円
貸出金  6兆6,949億円
預　金  7兆6,741億円
総資産  9兆6,324億円
685,129,069株

197
静岡県内  169 （本支店149・出張所20）
静岡県外  23 （支店19・出張所4）
海　　外  5 （支店3・駐在員事務所2）
3,122名
Ａa3／Ｐ−１（Moody's）
Ａ＋／Ａ−１（Standard ＆ Poor's）

※主要勘定は平成24年3月31日現在、拠点数は平成24年7月1日現在の数値です。
※記載単位は億円未満を四捨五入して表示しています。



総合金融サービスを提供する会社

静銀経営
コンサルティング（株）
経営コンサルティング業務

（株）静岡銀行

静銀信用保証（株）
信用保証業務

静銀ティーエム証券（株）
金融商品取引業務

静岡銀行グループの業務を代行する会社

静銀総合サービス（株）
労働者派遣業務

人事・総務・財務関連業務

静銀モーゲージサービス（株）
銀行担保不動産の評価・調査業務
貸出に関する集中事務業務

静銀ビジネスクリエイト（株）
為替送信・代金取立等の集中処理業務

特定労働者派遣業務

静銀ディーシーカード（株）
クレジットカード業務
信用保証業務

欧州静岡銀行
銀行業務

金融商品取引業務

静岡コンピューター
サービス（株）

コンピューター関連業務・計算受託業務

静銀セゾンカード（株）
クレジットカード業務／信用保証業務
〈持分法適用関連会社〉

静銀リース（株）
リース業務

静岡キャピタル（株）
株式公開支援業務
中小企業再生支援業務
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【 わたしたちは、静岡銀行グループです 】

SHIZUOKA BANK GROUP

静岡銀行グループの企業理念は、地域で生まれ育った金融グループとして、
地域との共存共栄を目指すとともに、

経済的な側面からだけでなく、文化的な面からも
地域の皆さまの心の充実に寄与していく姿勢を表しています。

今後とも「お客さまとともに地域の未来を切り拓く総合金融グループ」として、
企業理念を着実に実践し、社会的な責任を果たしてまいります。

静岡銀行グループは、静岡銀行とさまざまな金融機能を有する
12社のグループ会社により構成されています。

グループ各社の独自性と銀行との連携強化による相乗効果の発揮により、
グループの総合金融機能を融合した最適な金融サービスを提供しています。

（平成24年7月1日現在）
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地域の未来を切り拓く

平成23年度の日本経済を概観いたしますと、東日本
大震災からの懸命な復旧活動が続くなか、タイの洪水被害、
あるいは欧州の経済危機に起因した円高など、さまざまな
困難に直面いたしましたが、多くの企業努力に支えられ、
震災によって寸断されたサプライチェーンは急速にその
回復が進み、米国向け輸出の復調や復興需要、さらには
個人消費の回復などにより、未だ予断を許さないとはいえ、
持ち直しの動きも見られるようになりました。

こうした経済情勢のなか、静岡銀行グループでは、平成
23年度から25年度までを計画期間とする第11次中期
経営計画「MIRAI～未来」の初年度として、経営ビジョンと
して掲げた「お客さまとともに地域の未来を切り拓く総合
金融グループ」の実現に向けて、「『先進性』『提案・解決力』
を通じた成長の実現 」「 高い生産性による強靭な経営
体質の構築」「『しずぎんブランド』の価値向上」という３つ
の基本戦略を、グループ企業が一丸となって推進いたし
ました。

社会構造の変化のなかで

23年度の主な取り組みにつきましては、本誌でご紹介
させていただきましたが、まず法人分野では、中小企業の
資金ニーズに円滑に対応するとともに、地域企業との
リレーション強化をはかり、貸出先数の増加に取り組み
ました。

また、社会のあらゆる領域で構造変化が進展するなか、
アジア地域に活路を求める地域企業の支援を強化するため、

新たにインドネシア２行、ベトナム１行、韓国１行の現地金融
機関と業務提携を締結しました。一方、国内においては

「しずぎん成長分野応援プロジェクト」の推進を通じて、環境・
医療・介護・農業など、今後、成長が期待される分野に
対するお取引先企業の挑戦を積極的にサポートいたし
ました。

あわせて、販路拡大などを通じて業容拡大を支援する
「ビジネスマッチング」、若手経営者など将来を担う人材
の育成を目指す「次世代経営者塾『Shizuginship（しずぎん
シップ）』」、厳しい経営環境に直面するお客さまをサポート
する「経営改善・事業再生支援」を３つの柱とする地域
密着型金融にも取り組みました。とくに経営改善・事業再生
支援では、「中小企業金融円滑化法」が再延長されるなか、
企業サポート部が中心となり、地域企業に対して、資本性
借入金（DDS）等の金融手法の活用はもちろん、事業の
再構築、あるいは事業清算に関するご相談など、一歩踏み
込んだサポートを展開しております。

個人分野では、引き続きローンセンター、ローンデスク
の新規出店を行い、よりお客さまにご満足いただける質の
高い消費者ローン商品の提案に努めるとともに、利用者保護
を基本に据え、定期預金をはじめ保険商品など、お客さま
のライフプランにお役立ていただける資産運用商品の
ラインアップの充実を進めました。

また、年金の手続きをはじめ、定年後の働きかたなどを
解説する「年金セミナー」を500回以上開催するなど、金融
情報の積極的な発信に努めております。

こうした取り組みにより、平成23年度は地域の中小企業
および個人のお客さまを中心に預貸金が順調に推移し、
経常利益は3年連続の増益を計上いたしました。これも、
ひとえにお取引先ならびに株主の皆さまの温かいご支援
のおかげと厚くお礼申しあげます。

お客さまとともに地域の未来を切り拓く
総合金融グループ

頭取メッセージ
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なお、年間配当額につきましては「配当性向25％程度かつ
大手地方銀行最高水準」の配当維持を目指し、期末に50銭
増配し、一株あたり13円50銭とさせていただきました。

70年の歴史を積み重ねて

静岡銀行は、昭和18年、国立銀行をルーツに持ち堅実
な企業風土を特徴とした「静岡三十五銀行」と、「やらまいか
精神」の根付く地域で多くの挑戦的な企業とともに歩んだ

「遠州銀行」が合併して誕生いたしました。以来、「地域密着」
と「健全経営」を旨に、着実にその歴史を積み重ね、平成
25年3月、創立70周年を迎えることとなります。

この間、第二次世界大戦後の混乱と復興はもちろん、
記憶に新しいところでは、バブル経済の崩壊とそれに
ともなう金融システム不安、あるいは日本経済に多大な
混乱を招来したリーマンショック等々、数多の歴史的な
試練に直面いたしましたが、この永い歴史を通じて、地域
社会の発展に貢献するという地域金融機関としての使命を
果たすことができましたのも、ひとえに地域社会、お取引先、
株主の皆さまの変わらぬご支援のおかげと、心から感謝
申しあげる次第でございます。

静岡銀行では、この大きな歴史の節目を迎えるにあたり、 
日ごろの感謝の気持ちをお伝えするため、さまざまな取り 
組みを展開してまいります。

平成24年度（平成25年3月期）は記念配当として期末
配当を一株当たり1円増配し、年間配当を15円とさせて
いただく予定です。

また、地域企業のアジア諸国への進出が進むなか、静岡県
とアジア地域との橋渡し役を担う人材育成を目的とした

「しずぎんアジア留学生奨学金制度」を創設するとともに、

海外からの留学生に対して就職の機会を提供するため、
教育プログラムを充実させた採用制度を新たに設置いたし
ました。

さらに、災害に対する対応力を高め地域社会やお取引先
へのサポート機能の強化を図るとともに、従業員のワーク
スタイル改革による業務の生産性向上を目的として、平成
26年秋の竣工をめざし、本部建物の建て替えの計画に
着手しております。

地域の発展を自らの喜びに

24年度の経営環境を展望いたしますと、少子高齢化
などにより、引き続き社会の構造変化が進むなか、欧州の
経済不安、長期化する円高、あるいは政局の混乱を背景
とした財政再建の遅れなど、不確実性要素の多い１年に
なろうかと思われます。

しかし、こうした環境にあっても、時代の変化を敏感に
察知し、どのような困難に対しても、必ずやそれを乗り越える
という強い意志をもち、確かな未来を切り拓いていく姿勢
を堅持することが何より重要となります。

静岡銀行グループでは、引き続き、将来の地域社会の
あるべき姿を見据え、変化する時代がもたらす数々の試練に
対して果敢な挑戦を続けてまいります。そして、地域社会
の豊かな発展と持続的な成長を自らの喜びとし、皆さまとの
信頼の絆をより確かなものへと高めてまいりたいと考えて
おります。

どうか皆さまにおかれましては、変わらぬご支援を賜り
ますようお願い申しあげます。

頭取


