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第12次中期経営計画「ＴＯＢＩＲＡ～
       明日への扉を開くために」
平成26年4月より、静岡銀行グループは第12次中期経営計画「ＴＯＢＩＲＡ～明日への扉を開くために」に取り組んでいます。
この計画では、第11次中期経営計画で進めた地域密着型金融や生産性向上への取り組みをさらに進展させつつ、
静岡銀行グループの将来にわたる持続的発展への土台を築くため、「先進性」や「スピード」を重視し、
新たな可能性に果敢に挑戦しています。

第12次中期経営計画は、第11次中期経営計画を終えての課題や、産業構造の変化を踏まえ、
以下の4つを基本コンセプトとしています。

● 先進性やスピードを重視した戦略の展開
● 全国的に通用する競争力の確保

一層の競争力・プレゼンスの向上

● 第11次中期経営計画で取り組んだ地域密着型金融や 
生産性向上への取り組みの深掘り

第11次中期経営計画の継承・深化

● 従来の枠にとらわれない新たな収益機会の創造
● お客さまの多様化するニーズに応える商品・サービスの提供
● グループ会社を活用した総合的なソリューションの提供

収益機会の創造・新たなビジネスモデルの構築

● すべてのステークホルダー（地域社会、お客さま、株主、従業員） 
の満足度向上 

ステークホルダーの満足度向上

新しい可能性に挑戦する「しずぎん」
　行動指針　『B

ブ レ イ ク ス ル ー

reakthrough』を合言葉に、世界一の地方銀行を目指します。

〈 ビジョン、行動指針に込めた想い 〉
● 地域に根ざした金融機関として、環境の変化をチャンスととらえ、従来の枠にとらわれない新しい発想やプロセスで、 

これまでの取り組みを強化しつつ、新たな取り組みにも積極的に挑戦し、地域の発展に貢献する
● 従業員一人ひとりが成長への高い意識をもち、自らの行動を見つめ直しながらより高いレベルへと引き上げ、 

その積み重ねにより、すべてのステークホルダーから選ばれる銀行グループを目指す

1  計画期間　平成２６年度～２８年度（３年間）

2  基本コンセプト

3  ビジョン（目指すべきグループ像）

第12 次中期経営計画
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ビジョン「新しい可能性に挑戦する『しずぎん』」の実現

個 人
部 門

第12次中期経営計画では、2つの営業戦略と経営基盤戦略、ブランド戦略をバランスよく推進し、
ビジョン「新しい可能性に挑戦する『しずぎん』」の実現を目指します。

28年度目標 26年度実績
収益目標 連結経常利益 800億円以上 751億円

連結当期純利益 500億円以上 499億円
効率性指標 連結ROE （連結普通株式等TierⅠベース） 6％台 6.34%

連結OHR 55％程度 55.69%
健全性指標 連結普通株式等TierⅠ比率 14％程度 15.25%
投資家向け指標 株主還元率 中期的に50％以上 49.82%

営 業 戦 略

基本戦略の実現に向けた戦略的投資

「TOBIRA」に込めた意味
第12次中期経営計画を「明日への扉」になぞらえました。従来の考えかたや方法に
とらわれない大胆な創造性をもって「明日への扉」を開き、「地域金融機関の新しい姿」
を実現したいという静岡銀行グループの決意が込められています。

第10次中期経営計画
（平成20年度～22年度）

「Dream Ten～新たなる挑戦」
収益モデルの構築、生産性の向上

第11次中期経営計画
（平成23年度～25年度）
「MIRAI～未来」

ソリューション営業の強化、生産性のさらなる向上

第12次中期経営計画
（平成26年度～28年度）

「TOBIRA～
明日への扉を開くために」
「地域金融機関の新しい姿」の実現

基本戦略1　地域密着型金融のさらなる深化 基本戦略2　新たな事業領域・収益機会への挑戦

経 営 基 盤 戦 略 ブ ラ ン ド 戦 略
基本戦略3　柔軟かつ強固な経営基盤の構築 基本戦略4　「しずぎんブランド」の一層の価値向上

● 生産性の向上　● 営業チャネルの高度化　● IT戦略
● コンプライアンス体制の強化　● リスク管理の高度化

● お客さま満足度（CS）の向上　● 地域からの評価・信頼度の向上
● 株主・市場からの評価の向上　● 従業員満足度（ES）の向上

● グループ会社と一体となったソリューション営業の強化
● 成長分野・成長市場における取引の拡大
● 総合収益拡大に向けた営業推進
● 地域プロジェクトにおける関与・支援No.1の実現
● 経営改善・事業再生支援業務の取り組み強化

● 住宅関連ローンの残高拡大と新たなマーケットの開拓
● 個人向けソリューション営業の展開
● 個人預金基盤の拡大
● マーケティングの高度化と非対面チャネルの

有効活用による個人マス営業の実践

4  基本戦略

5  目標とする指標

法 人
部 門
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「しずぎん本部タワー」

　創立70周年記念事業の一環として、金融新時代に

ふさわしい生産性と創造性を備えた新たな本部棟

「しずぎん本部タワー」を建設しました。

　この「しずぎん本部タワー」は、最新のIT、防災、環境

配慮型設備などを備え、新しいワークスタイルを通じた

生産性向上などにより、地域経済のサポート体制の

一層の強化を図ります。さらに、「非常事態対策室」

を設置し、地域の防災拠点としての役割を担います。

～生産性の向上とチームワーク・コミュニケーションの活性化により、
お客さま・営業店に対するサポート機能を強化

業務の内容に応じて自由に座席を選択するフリーアドレスを導入したほか、
各種業務文書や会議資料を電子化するなど、業務の迅速化を図り、生産性
の向上を実現することで、本部としての各種サポート機能を強化します。

ワークスタイルの改革

◀▼フリーアドレスの導入
◀会議運営方法の
　見直し

フリーアドレスの導入 業務内容に応じて座席を変更できる「部単位でのフリーアドレス」
の導入により、コミュニケーションの活性化を図ります

ペーパーレス化による
業務フロー改革

統合文書管理基盤、電子協議・報告システムなどの導入により、
情報検索時間や意思決定時間の短縮による生産性の向上や、本部
保管文書の削減によるオフィスのスペース効率の向上を図ります

会議運営方法の見直し ペーパーレス会議運営システムの導入により、機動的かつ柔軟に
会議を開催します

業務中

業務終了後

▲ペーパーレス化による業務フロー改革

～ワークスタイルの改革に向けて
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～明るさを自動調節する発行ダイオード（LED）照明や、
自然換気が可能な電動換気窓などを導入

先進的な省エネ技術の導入

◀LED照明

▲Low-e複層ガラス

～「地域の防災拠点」としての役割を担う非常事態対策室を設置し、
地震など災害発生時における業務継続体制を強化

27面のマルチディスプレイを設置し、テレビ会議
システムを活用した双方向のコミュニケーションや
全店舗の内外に設置した約5千台の防犯カメラを
活用した情報収集により、刻々と変化する状況の
把握はもちろん、さまざまな事象に対する指示
示達を迅速に行います。

非常事態対策室の設置

マルチディスプレイ▲

双方向の情報交換による
情報収集と指示示達 テレビ会議システム 全営業店とのテレビ会議により、非常事態発生時の情報収集、指示示達を行います

監視システムによる現状把握
防犯カメラ映像 全店のロビー・ATMコーナーなどの防犯カメラ映像を表示
ネットワーク監視 ネットワーク状況をモニタリングする監視画面を表示
ATM監視 全店のATM稼働状況をモニタリングする監視画面を表示

行内情報を活用した状況把握、
復旧活動のサポート

行内資料 行内OAパソコンで作成した資料を表示
安否確認情報 「しずぎんホットライン」の安否情報掲示板を表示
FAX、紙面資料 書画カメラにより撮影した紙資料の内容を表示
電子黒板 情報収集エリアなどで電子黒板に書き込んだ情報を表示
店舗リスト 店舗の所在地を地図データ上に表示

メディア情報を活用した
多角的情報収集

インターネット 気象庁や行政がインターネットで配信する災害情報等を表示
緊急地震速報 緊急地震速報の地震データ（各地の震度等）を表示
テレビ放送 NHK地上波、NHKBS、民放などのテレビを表示

マルチディスプレイに表示する主な内容

高断熱化、日射遮蔽
断熱性の高いLow-e複層 ガラスなどの採用により、窓面からの 
空調負荷の低減を図ります。深い庇による日射遮蔽により、
さらなる省エネが可能となります

ハイブリッド空調
（電動換気窓）

外気と室内の温湿度状態に応じて、電動換気窓の開閉が行えるため、
自然換気を行いながら、冷房運転も可能となります

タスク＆
アンビエント照明

作業面の明るさをタスクライトにより効率よく確保し、天井照明
（アンビエント照明）の明るさを抑えることにより省エネを図ります

LED照明 長寿命、高効率のLED照明により省エネを図ります

深い庇による▶
日射遮蔽　
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単体

総貸出金残高（平残）の推移

うち中小企業向け貸出金残高（平残）の推移

連結
平成24年度 平成25年度 平成26年度 前年度比

経常収益 2,031 2,209 2,116 ▲93

経常利益 713 747 751 +4

当期純利益 570 467 499 +32
自己資本比率
（％）（注） 17.46 16.85 16.55 ▲0.30
普通株式等
TierⅠ比率（％）（注） 15.55 15.43 15.25 ▲0.18
注.バーゼルⅢ基準
※前年度比は表上で算出しています。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 前年度比

ROE（当期純利益基準）（注） 5.44 5.44 5.06 ▲0.38

�ROA（当期純利益基準） 0.43 0.42 0.41 ▲0.01

�OHR（経費／業務粗利益） 53.79 55.19 56.42 +1.23

1株当たり当期純利益（円） 62.79 67.83 68.46 ＋0.63

1株当たり純資産（円） 1,204.31 1,257.62 1,440.68 ＋183.06
●ＲＯＥ�［�Return�on�Equity・株主資本利益率�］
　株主資本を使ってどれだけ利益をあげたか（資本の効率性）を示す指標です。
	 この値が高いほど効率性が高いことを示します。
●ＲＯＡ�［�Return�oｎ�Assets・総資産利益率�］
　総資産を使ってどれだけ利益をあげたか（資産の効率性）を示す指標です。
	 この値が高いほど効率性が高いことを示します。
●ＯＨＲ�［�Over�Head�Ratio・経費率�］
　一定の業務粗利益を得るためにどれだけ経費をかけたかを示す指標です。
	 この値が低いほど効率性が高いことを示します。
※前年度比は表上で算出しています。
注.ROE（当期純利益基準）は、平成26年度より自己資本の平均残高を期中平均残高から（期首自己資本
＋期末自己資本）÷2にて算出する方法に変更し、平成24年度より遡及して適用しております。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 前年度比

経常収益 1,710 1,861 1,754 ▲107

業務粗利益 1,463 1,445 1,445 ±0

業務純益 676 647 630 ▲17

実質業務純益 676 647 630 ▲17

基礎的業務純益 579 628 498 ▲130

経常利益 652 672 671 ▲1

当期純利益 409 428 426 ▲2

貸出金 69,940 72,408 73,931 +1,523

預金 79,325 82,343 87,151 +4,808

純資産 7,814 7,908 8,915 ＋1,007

総資産 102,502 106,166 111,693 +5,527
※実質業務純益	＝	業務純益	＋	一般貸倒引当金繰入額
※基礎的業務純益	=	業務純益	＋	一般貸倒引当金繰入額	−	国債等債券関係損益
※預金には譲渡性預金を含んでいません。
※前年度比は表上で算出しています。

※地方公社を含みません。24年度 25年度 26年度

（億円）

■■経常利益■■業務粗利益

652 672

0

500

1,000

1,500

2,000

1,445

671

1,4451,463

24年度 25年度

■■銀行全体 ■■静岡県内
県内金融機関におけるシェア
(%、末残ベース)※全業態

30,000

45,000

60,000

75,000
（億円）

30.230.2

66,694

44,45844,458

26年度

30.230.2

70,115

45,76645,766

29.329.3

72,430

46,65046,650

＋2,315億円

20,000

24,000

28,000

20,501

24年度 25年度 26年度

■■銀行全体 ■■静岡県内

（億円）

26,780

20,473

27,262

20,088

27,189

▲73億円

平成26年度の業務粗利益は前年度比ほぼ横ばいとなりましたが、経常利益
は6期振りの減益となりました。

平成26年度の総貸出金の平均残高は前年度比2,315億円（年率＋3.3％）増加
し、7兆2,430億円となりました。
このうち静岡県内では884億円増加し、4兆6,650億円となりました。
また、平成27年3月末の静岡県内における貸出金シェアは29.3％となり
ました。

平成26年度の中小企業向け貸出金の平均残高は前年度比73億円減少し、
2兆7,189億円となりました。
このうち静岡県内では385億円減少し、2兆88億円となりました。

（億円）

（億円）

（％）

業績推移

収益の状況（単体）

経営効率の状況（単体）

貸出金の状況（単体）



12

個人預り資産残高（末残）の推移

うち個人向け貸出金残高（平残）の推移

消費者ローン残高（末残）の推移

総預金残高（平残）の推移

うち個人預金残高（平残）の推移

うち法人預金残高（平残）の推移

※個人年金保険は現存する契約の時価ベースで記載しています。

※「住宅ローン」はアパートローンを含みます。
※「無担保ローン」は自動車ローン、教育ローン、趣味と暮らしのローン、フリーローン、	
カードローンの合計額。「その他のローン」はキャピタルローンなど。

23,555

19,057

25年3月末 26年3月末

■■住宅  ローン
銀行全体

18,000

16,000

20,000

22,000

24,000

26,000

（億円）
28,000

■■住宅  ローン
   静岡県内

■■
無担保ローン

■■
その他のローン■■
無担保ローン

■■
その他のローン

27年3月末

24,901

19,935

26,225

20,619

＋1,324億円

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

23,016

18,736

24年度 25年度

■■銀行全体 ■■静岡県内

（億円）

24,008

19,371

26年度

25,434

20,267

＋1,426億円
平成26年度の総預金の平均残高は前年度比3,803億円（年率＋4.8％）増加し、
8兆3,482億円となりました。
このうち静岡県内では2,388億円増加し、7兆1,526億円となりました。

平成26年度の個人預金の平均残高は前年度比1,790億円増加し、	
5兆8,681億円となりました。
このうち静岡県内では1,799億円増加し、5兆4,397億円となりました。

平成26年度の法人預金の平均残高は前年度比666億円増加し、	
1兆9,017億円となりました。
このうち静岡県内では742億円増加し、1兆5,641億円となりました。

平成27年3月末の静銀ティーエム証券株式会社を含む個人預り資産残高は
平成26年3月末より2,123億円増加し7兆5,937億円、うち円貨預金および
譲渡性預金を除く個人預り資産残高は1兆6,789億円となりました。

平成26年度の個人向け貸出金の平均残高は前年度比1,426億円増加し、	
2兆5,434億円となりました。
このうち静岡県内では896億円増加し、2兆267億円となりました。

平成27年3月末の消費者ローンの残高は、住宅ローンを中心に
平成26年3月末より1,324億円増加し、2兆6,225億円となりました。

55,376

51,038

24年度 25年度

50,000

60,000

55,000

56,891

52,598

26年度

58,681

54,397

■■国内店 ■■静岡県内

（億円）

＋1,790億円

20,000

18,000

16,000

14,000

24年度 25年度

■■国内店 ■■静岡県内

（億円）

17,730

14,390

18,351

14,899

26年度

19,017

15,641

＋666億円

24年度 25年度

62,000

70,000

78,000

86,000

■■銀行全体 ■■静岡県内
県内金融機関におけるシェア
（%、末残ベース）
※全業態（ゆうちょ銀行は含みません）

（億円）

66,53966,539

75,856

69,13869,138

79,679

26年度

71,52671,526

83,482

＋3,803億円

27.027.0 27.027.0 27.127.1

50,000

60,000

70,000

80,000

71,899

25年3月末 26年3月末

（億円）

■円貨預金
■譲渡性預金
■■外貨預金

■■公共債（国債等）
■個人年金保険
■静銀ティーエム

証券

■投資信託

73,814

27年3月末

75,937
＋2,123億円

預り資産の状況

預金の状況（単体）


