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平成31年度目標

収益性指標 連結経常利益 770億円以上
連結当期純利益 540億円以上

効率性指標 連結ROE 6％程度
連結OHR 55％程度

健全性指標 連結普通株式等TierⅠ比率 14％程度
投資家向け指標 株主還元率 中長期的に50％程度

４
つ
の
基
本
戦
略

Innovative Bank

目標とする指標

～地域とともに新たな価値を創造し続ける『しずぎん』ビジョン

新中期経営計画スタート 〔平成29～31年度〕

TSUNAGU
第13次中期経営計画

～つなぐ

第12次中期経営計画
新たな事業領域の開拓
戦略的投資の実施

第13次中期経営計画で
目指す構造改革

地域経済の成長にフォーカスしたコアビジネスの強化 
静岡銀行グループが提供する総合金融サービスが、お取引先、 
ひいては地域の成長に寄与することで、互いの成長につながる好循環を創出します。

1

事業領域の開拓・収益化による 
 地方銀行の新たなビジネスモデルの構築
第12次中期経営計画から取り組んできた事業領域の拡大を一層強化し、 
さらに成長させることで、地方銀行の新たなビジネスモデルを構築します。

2

チャネル・ＩＴ基盤を活用したセールス業務の変革
次世代システムの導入により、お客さまとの接点であるチャネルのあり方と 
これまでの業務プロセスを刷新し、  利便性・効率性を高めます。

3

地域、お客さま、従業員、株主の夢と 
豊かさの実現を応援する
静岡銀行グループを支えるすべてのステークホルダーの満足度向上への 
取り組みを通じ、各ステークホルダーの評価・信頼が 
他のステークホルダーへ波及していく好循環を創出します。

4
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事
業
領
域

構
造
改
革

４つの基本戦略を「コアビジネス」「首都圏」「ネーションワイド」の 
３つの事業領域で推進していくと同時に、「収益」「ヒト」「チャネル」の 
３つの構造改革に取り組むことでビジョンを実現します。

収 益 チャネル

人

●コアビジネスの成長
●金融緩和  
　環境下での成長
●経費構造改革

●非対面チャネルの  
　拡大
●対面チャネルの 
　改革

ビジョン

Innovative 
Bank
の実現

コアビジネス（地域）

首都圏

ネーションワイド（全国展開）

3つの事業領域

●働き方改革
●業務と運営コストのバランス

第13次中期経営計画「TSUNAGU ～つなぐ」をスタートさせました。

この計画では、総合金融サービスにより地域におけるコアビジネスを強化するとともに、

第12次中期経営計画から取り組み始めた事業領域の拡大をさらに進めることで、

静岡銀行グループの持続的な成長モデルを築きます。

3つの 
構造改革

第12次中期経営計画
新たな事業領域の開拓
戦略的投資の実施

第14次中期経営計画以降
持続可能な
ビジネスモデルの構築

第13次中期経営計画
3つの構造改革による
成長戦略の継続

「TSUNAGU」に込めた想い　• 地域とともに手を携えて（つないで）成長していく。静岡銀行グループの伝統･時代を“つなぐ”
　• 全てのステークホルダー（地域・お客さま・従業員・株主）が静岡銀行グループの金融サービスを通じて“つながる”

• 第13次中期経営計画における3つの“構造改革”を通じて、第14次中期経営計画の持続可能なビジネスモデルの
構築へ“つなぐ”



第12次中期経営計画

第13次中期経営計画

新たな成長基盤へ
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基本戦略 2   事業領域の開拓・収益化による地方銀行の新たなビジネスモデルの構築

●幅広い分野における地方銀行トップクラスの課題解決力をもって

地域経済の成長を支援することで、地域とともに持続的に

成長する“しずぎん”を実現します。

●また、第12次中期経営計画において取り組んだ新たな事業

領域開拓を、第13次中期経営計画でさらに発展させ、中長期的

な成長戦略を支える柱に育てます。

基本戦略

基本戦略 1   地域経済の成長にフォーカスしたコアビジネスの強化

法人のお客さまと「つながる」 個人のお客さまと「つながる」

住宅ローン分野のさらなる強化
●営業拠点の拡充や専担者の配置により、お客さまの 
　サポート体制を強化

預り資産販売からライフプランサポートへ
❶支援体制
　相続専門チームの新設、アドバイザーの育成
❷商品・サービス
　空き家・遺品対策等の「よろず相続支援サービス」の提供

相続に関するあらゆるニーズに対応可能な体制を整備

新たなローンマーケットの開拓
❶リノベーションローン
　中古住宅の流通に資する金融スキームの開発
❷リバースモーゲージローン
　資金使途が自由な商品であらゆる資金ニーズに対応

インターネット支店の拡大
●全国のお客さまとのお取引を拡大し 
　幅広い顧客基盤を構築

事業性評価を通じた「企業価値向上」の実現
●地域経済の核となるビジネスの検証、評価
●地域企業の成長に資する支援の実践により、 
　地域とともに成長する好循環を創出

企業再編支援
●これまで培った地方銀行トップ水準のノウハウを活かし、 
　企業規模を問わず事業承継・事業再生を支援

小規模事業者向けビジネスへの取り組み
●異業種パートナーとの連携やインターネットを通じて、 
　全国の小規模事業者へ融資商品を提供

第12次中期経営計画で取り組んだ新たな事業領域のさらなる成長
●ストラクチャードファイナンス分野の拡大　　●首都圏を中心とした資産形成ローンの展開

グループ機能を最大限に活用した総合金融サービスの提供
●グループ会社と連携し、お客さまの課題解決に向けた高度なソリューションを提供

「地域の人材育成」と「しずぎんグループの人材育成」との連携
●次世代経営者塾「Shizuginship」と従業員教育を融合し、地域の次世代を担う経営者層との強固なリレーションを構築

異業種連携を通じた新たな事業領域への挑戦

平成26年度 平成27年度 平成28年度

異業種パートナーとの連携により幅広いサービス基盤を構築し、持続的成長に“つながる”新たな成長機会の創出

“地域の成長”と“しずぎんの成長”を“つなぐ”

第13次中期経営計画
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業務変革「セールスイノベーションプロジェクト」

基本戦略 4   地域、お客さま、従業員、株主の夢と豊かさの実現を応援する

基本戦略 3   チャネル・IT基盤を活用したセールス業務の変革
あらゆるチャネルを通じてお客さまと“つながる”

すべてのステークホルダーと“つながる”

平成25年度より開発を進めている次世代システムの導入により、お客さまとの接点であるチャネルのあり方とこれまでの銀行業務

プロセスを刷新し、お客さまの利便性向上を図るとともに、銀行運営における効率性を高めます。

静岡銀行グループを支えてくださるすべてのステークホルダーの満足度向上への取り組みを通じ、「魅力ある地域」・「魅力ある静岡銀行

グループ」の実現を目指すとともに、各ステークホルダーの評価・信頼がさらに他のステークホルダーへ波及していく好循環の確立を目指します。

チャネル連携
●対面チャネル（店頭・渉外など）・ 
　非対面チャネル（スマホ・PCなど）の 
　どちらでも同じ取引が可能

対面チャネル取引の見直し
●各種申込みの電子化
●異業種や他業態のパートナーと連携した 
　新しい金融サービスの導入を検討

多様な働き方の実現
●お客さまとの面談時間の増加 

セールスイノベーションプロジェクトを 
通じて実現する姿

●コンセプト

●タブレット等の端末や、 
　インターネットを活用したセールス革新
●クラウドシステムの導入による 
　静岡銀行グループ全体の情報基盤の強化
●フィンテックを活用した 
　新しい金融サービスの提供

お客さまの利便性向上と業務効率化を実現

対面・非対面のセールス業務
（＝チャネル）の変革

業務プロセスの改革

次世代システムの導入

●持続可能なビジネスモデル
●従業員が自社や地域に 
　誇りを感じる企業風土

魅力ある静岡銀行グループ

●住みたくなる　　●働きたくなる
●行ってみたくなる

魅力ある地域
●企業価値向上と積極的情報開示
●地域の個人株主の増加

●地域とともに成長する 
　地方銀行の
　ビジネスモデルの実現

●お客さまが感動し、 
　親しい人に紹介したくなる 
　銀行グループへ

●「働き方改革」
　「女性の活躍推進」などにより、
　多様性を実現

地　域

お客さま

株　主

従業員

ロケーション
フリー

時間や場所に制限されず、
「いつでも、どこでも」お取引いただける体制を構築

セルフ化 店頭での各種お手続きを、お客さま自身が 
簡単・スピーディーに行える

セールス
サポート機能

お客さまのニーズに合わせた商品サービス情報を 
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等で 
タイムリーに発信
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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26年度 平成27年度 平成28年度 前年度比

経常収益 2,116 2,236 2,498 +262

経常利益 751 728 471 ▲257

親会社株主に帰属
する当期純利益 499 479 293 ▲186

自己資本比率（％）
（注） 16.45 15.09 16.35 +1.26

普通株式等
TierⅠ比率（％）（注） 15.16 14.79 16.35 +1.56

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26年度 平成27年度 平成28年度 前年度比

ROE（当期純利益基準) 5.06 4.96 2.76 ▲2.20

�ROA（当期純利益基準） 0.41 0.41 0.23 ▲0.18

�OHR（経費／業務粗利益） 56.42 54.65 80.35 +25.70

1株当たり当期純利益（円） 68.46 71.42 40.04 ▲31.38

1株当たり純資産（円） 1,440.68 1,436.53 1,470.10 +33.57

●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

平成26年度 平成27年度 平成28年度 前年度比

経常収益 1,754 1,870 2,106 +236

業務粗利益 1,445 1,454 986 ▲468

業務純益 630 675 192 ▲483

実質業務純益 630 659 194 ▲465

基礎的業務純益 498 546 495 ▲51

経常利益 671 661 518 ▲143

当期純利益 426 440 244 ▲196

貸出金 73,931 76,637 79,553 +2,916

預金 87,151 90,024 93,041 +3,017

純資産 8,915 8,821 8,880 +59

総資産 111,693 110,850 110,304 ▲546

※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

■■経常利益■■業務粗利益
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1,000
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26年度 27年度 28年度

671 661

1,454

518

986

1,445

（億円）

20,000

25,000

30,000

■■銀行全体 ■■静岡県内

（億円）

26年度 27年度 28年度

27,189

20,08820,088

27,836

19,98119,981

29,758

20,44920,449

＋1,922億円

平成28年度の業務粗利益は2期振りの減益、経常利益は3期連続の減益と
なりました。

平成28年度の総貸出金の平均残高は前年度比3,101億円（年率＋4.2％）
増加し、7兆6,942億円となりました。
静岡県内では1,061億円増加し、4兆7,397億円となりました。
また、平成29年3月末の静岡県内における貸出金シェアは29.2％となりました。

平成28年度の中小企業向け貸出金の平均残高は前年度比1,922億円増加し、
2兆9,758億円となりました。
静岡県内では468億円増加し、2兆449億円となりました。

（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）

40,000
45000
50,000
55000
60,000
65000
70,000
75000
80,000

■■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

（億円）

26年度 27年度 28年度

72,430

46,65046,650

73,841 76,942

46,33646,336 47,39747,397

＋3,101億円

29.329.3 29.129.1 29.229.2

業績ハイライト
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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

■■住宅  ローン
銀行全体

（億円）

■■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 28年3月末 29年3月末

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

26,225

20,619

27,746

21,265

29,451

22,031

＋1,705億円

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000
（億円）

26年度 27年度 28年度

25,434

26,815

28,594

20,267
20,880

21,700

＋1,779億円
■■銀行全体 ■■静岡県内

平成28年度の総預金の平均残高は前年度比3,527億円（年率＋4.0％）増加し、
9兆491億円となりました。
このうち静岡県内では3,386億円増加し、7兆6,921億円となりました。

平成28年度の個人預金の平均残高は前年度比976億円増加し、6兆1,041億円
となりました。
このうち静岡県内では1,040億円増加し、5兆6,848億円となりました。

平成28年度の法人預金の平均残高は前年度比711億円増加し、2兆433億円
となりました。
このうち静岡県内では921億円増加し、1兆7,039億円となりました。

平成29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28年3月末より1,802億円増加し7兆6,860億円、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1兆4,585億円となりました。

平成28年度の個人向け貸出金の平均残高は前年度比1,779億円増加し、	
2兆8,594億円となりました。
このうち静岡県内では820億円増加し、2兆1,700億円となりました。

平成29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28年3月末より1,705億円増加し、2兆9,451億円となりました。
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■■国内店 ■■静岡県内
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＋711億円

19,017
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20,433

17,039
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■■国内店 ■■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）
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76,860
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■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

預り資産の状況

預金の状況（単体）


