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〈別冊のご案内〉
銀行法施行規則第19条の2および同第19条の3の
第１項各号に定められた指標等、同第19条の2第1項
第5号ニ等の規定にもとづき平成２６年金融庁告示
第7号に定められた自己資本の充実の状況、ならびに
同第19条の2第1項第6号等の規定にもとづき平成
24年金融庁告示第21号に定められた報酬等に関する
開示事項等については、別冊を作成しています
別冊は、静岡銀行ホームページに掲載しています

別冊 『静岡銀行グループの現況2014』
 （財務データ・自己資本の充実の状況・報酬等に関する
  開示事項）
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平素より格別のお引き立てをいただき、まことにありがとう
ございます。
本年も皆さまに静岡銀行ならびにグループ各社に対する

ご理解を一層深めていただくため、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、ご理解をたまわれば幸いに存じます。

国内経済は、アベノミクスのもと、さまざまな政策が具体的
な効果を発揮し始めており、長引く景気低迷からの脱却が
期待されておりますが、静岡県におきましては、産業構造の
変化が続き、景気回復の重しとなることも懸念されています。

こうした経営環境のなか、静岡銀行グループでは、平成
26年4月、第12次中期経営計画「TOBIRA～明日への
扉を開くために」をスタートさせました。この新しい中期経営
計画のもと、地域への円滑な資金供給による地域経済の
安定や新たな産業の創出による地域経済の活性化など、
地域密着型金融の一層の推進に取り組み、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たまわりますよう、
お願い申しあげます。

平成26年7月

頭取

ごあいさつ

Shizuoka Bank
Group Report  静岡銀行グループの現況2014
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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  7兆2,408億円
預　金  8兆2,343億円
総資産 10兆6,166億円
665,129,069株

205
静岡県内  174 （本支店152・出張所22）
静岡県外  26 （支店22・出張所4）
海　　外  5 （支店3・駐在員事務所2）
3,050名
Ａa3／Ｐ－１（Moody's）
Ａ＋／Ａ－１（Standard ＆ Poor's）

※主要勘定は平成26年3月31日現在、拠点数は平成26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。
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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 】

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。

【 行動指針 】

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。
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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。

【 わたしたちは、静岡銀行グループです 】
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26年7月1日現在）

“地域とともに夢と豊かさを広げます｡”

上記のほか、持分法適用関連会社としてマネックスグループ株式会社があります。

静銀信用保証（株）
信用保証業務

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

静銀経営
コンサルティング（株）
経営コンサルティング業務

代金回収業務

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

静銀リース（株）
リース業務

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

静銀総合サービス（株）
人事・総務・財務関連業務
有料職業紹介業務

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

欧州静岡銀行
銀行業務

金融商品取引業務

静銀
ティーエム証券（株）
金融商品取引業務

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

（株）静岡銀行

総合金融サービスを
提供する会社

静岡銀行グループの
業務を代行する会社
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第12次中期経営計画のもと
新しい可能性に挑戦する

日本経済は、政府の金融政策と財政政策の効果が顕在化
するなか、先行きに対する明るさが見え始め、かつての自信を
取り戻そうとしています。この足取りをより確かなものとするためには、
成長戦略の一翼を担う私たち民間企業が、環境変化に対する
鋭い洞察力、未来を切り拓く創造性と行動力、そして自ら経済
再生をリードするという不退転の決意をもって、あらゆる可能性
に挑戦する姿勢を堅持することが何より大切ではないでしょうか。

こうした問題意識のもとに、静岡銀行グループでは本年4月、
第12次中期経営計画「TOBIRA ～明日への扉を開くために」を
スタートさせ、グループ一丸となって新たな挑戦を開始しました。
いま私たちは、社会のあらゆる領域で、これまで経験したことの

ない大きな構造変化に直面しようとしています。この新しい中期
経営計画は、こうした激しい変化の時代にあっても、地域社会の
発展に貢献するという私たち地域金融機関の責務を果たして
いくために、どのように行動すべきかを明確に示したものです。
同時に「B

ブレイクスルー

reakthrough」を合言葉として、過去の経験則や
成功体験に依拠しない大胆な発想や方法論をもって、新たな
可能性に挑戦するという、私たちの決意を示したものでもあります。

基本戦略は、「地域密着型金融のさらなる深化」「新たな
事業領域・収益機会への挑戦」「柔軟かつ強固な経営基盤
の構築」「『しずぎんブランド』の一層の価値向上」。私の
信条である「利他の経営」のもと、この４つの戦略を展開し、
地域社会に信頼され、必要とされる総合金融グループとして、
確かな未来へ続く新たな道を切り拓いてまいります。

地域金融機関として
その使命を着実に果たす

さて、第11次中期経営計画「MIRAI ～未来」の計画期間
であった平成23年度から25年度の3年間を概観すると、超低金利
環境が続くなか、金融機関収益の根幹を支える貸出金利息が
減少傾向をたどるなど、厳しい経営を強いられました。しかし、
グループ企業が一丸となって「ソリューション営業の強化」と
「生産性のさらなる向上」に取り組んだ結果、総預金残高が
8兆円、総貸出金残高は7兆円を突破するなど、着実な成長を
遂げることができました。

平成25年度の主な取り組みについては、本誌でお示しした
とおりですが、法人分野では、引き続き地域金融機関としての
使命を果たすべく、「地域密着型金融」を積極的に推進しました。
特に、グループ企業のもつ総合金融機能と稠密な情報

ネットワークを活用し、地域企業の販路拡大を支援するビジネス
マッチングの機会創出に努めるとともに、次世代経営者塾
「Shizuginship」の運営により、地域経済の将来を担う人材
の育成に取り組みました。加えて、地域経済の安定をめざす
「経営改善・事業再生支援」についても、外部機関との連携
はもとより、経営再建に向けた資金ニーズに対して柔軟に
対応する融資制度を創設するなど、積極的な対応を行って
います。
さらに、地域経済に新たな活力を生み出す起業家の育成、

「医療・介護」「環境」「農業」等の成長分野に対する支援
プロジェクト、あるいは海外進出や事業承継のサポートなど、
多様化する地域企業の経営課題の解決に全力をあげて
取り組みました。

Top Message 〈頭取メッセージ〉

「ＴＯＢＩＲＡ～
       明日への扉を開くために」
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個人分野では、病気への保障を充実させた住宅ローンを
積極的に推進しました。あわせて、教育資金や車の購入にご利用
いただくローンの融資限度額の拡大をはかるとともに、自由に
お使いいただける無担保ローンの取り扱いを開始しました。また、
資産形成をお手伝いする個人年金保険などの運用商品は、
金融商品取引法の基本理念である「利用者保護」を徹底し、
お客さまのライフプランに適した商品の提案とアフターサービス
の充実に努め、NISA（少額投資非課税制度）についても活用
の促進をはかりました。預金業務については、銀行業務の基本
と位置づけ、給与・年金振込口座の獲得に努めるとともに、
インターネット支店での取引拡大などに取り組んでいます。

この結果、第11次中期経営計画を締めくくる平成25年度
決算は、経常利益、当期純利益ともに過去最高益を計上する
とともに、中期経営計画で掲げた3年間の経営目標についても、
これらを達成することができました。これもひとえに、皆さまのご支援
のおかげと、心からお礼申しあげ、私たちの感謝の気持ちを
こめて、期末配当金を50銭引き上げ、年間配当額を15円
50銭とさせていただきました。

世界的な視野のもとに
地域の明日を切り拓く

さて、これからの日本社会は、少子高齢化が世界最速の
スピードで進んでいくと言われています。それは、見かたを変える
なら、成熟社会が直面する多くの課題に対して、世界に先駆けて
対処する道を歩むことであり、そこでは、創造性を発揮し、
限られた資源を有効に活用することはもちろん、物事の本質を
とらえ、世界に通用する付加価値をもたせることが大切です。

そして何より、こうした努力の積み重ねこそが、日本経済の
持続的な発展を実現していくのだと思います。私は、冒頭
申しあげた第12次中期経営計画のなかで、全従業員に
「世界一の地方銀行」を目指そうと呼びかけています。それは、
世界に通用する高い意識と自負をもって日々の仕事に取り組む
ことが、地域社会への貢献につながり、ひいては私たち静岡
銀行グループの成長につながると信じているからです。

静岡県の歴史をたどるなら、たとえば繊維産業が自動織機を
生み、そこで培われた技術が新たな産業を創出するなど、変化する
時代に適合するイノベーションを次 と々生み出し、「モノづくり県」
として日本経済をリードしてきました。また、自然に目を向けるなら、
温暖な気候、長い海岸線と富士のある美しい風景があり、
この地に、高齢化社会にふさわしい「ゆとりある生活の形」を
提案することができれば、将来を見据えた新しい道筋も見えてくる
のではないでしょうか。その意味で、地域社会が一体となって
持てる英知を結集し、構造変化に対応する先進県としての
自覚をもち、世界的な視野のもとに創意あふれる努力を続けて
いくなら、無限の可能性を切り拓くことができると私は信じています。

私たち静岡銀行グループも、地域経済との間で課題とリスクを
共有し、変化する時代に対して勇気ある挑戦を続けるとともに、
地域社会が明るい未来を描くために、一丸となって「明日への扉」
を開いていきたいと考えています。
皆さまにおかれましては、変わらぬご支援をたまわりますようお願い

申しあげます。

頭取


