
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 2013～中間期データ編 正誤表 

 
「静岡銀行グループの現況 2013～中間期データ編」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。 
 
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24年度中間期 平成22年度 平成23年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 17.84 15.30 17.49

（訂正後） (単位：％)

平成24年度中間期 平成22年度 平成23年度

連結自己資本比率（国際統一基準） 17.80 15.26 17.45  
 
決算の状況（単体） 
 □単体財務ハイライト 
 [P13] ■主要な経営指標等の推移(単体) 

  

（訂正前） (単位：％)

平成24年度中間期 平成22年度 平成23年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 17.45 14.90 17.01

（訂正後） (単位：％)

平成24年度中間期 平成22年度 平成23年度

単体自己資本比率（国際統一基準） 17.41 14.85 16.98  
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　 資本の状況（連結）

　[P35] ■連結自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

17.15 17.84

16.04 16.68

(訂正後)
（単位：%）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

17.15 17.80

16.04 16.65

(訂正前)
(単位：億円）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

資産（オン・バランス）項目 35,673                      35,285

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 37,371                      36,841

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M) 40,512                      39,956

(訂正後)
(単位：億円）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

資産（オン・バランス）項目 35,673                      35,368

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 37,371                      36,925

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M) 40,512                      40,040

項目

項目

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

連結自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

リスク・
アセット

等

リスク・
アセット

等

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）
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　 資本の状況（単体）

　[P36] ■単体自己資本比率

(訂正前)
（単位：%）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

16.74 17.45

15.56 16.25

(訂正後)
（単位：%）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

16.74 17.41

15.56 16.22

(訂正前)
(単位：億円）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

資産（オン・バランス）項目 35,255                      34,904

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 37,060                      36,571

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M) 39,925                      39,396

(訂正後)
(単位：億円）

平成23年9月30日 平成24年9月30日

資産（オン・バランス）項目 35,255                      34,988

信用リスク・アセットの額   　                                           (F) 37,060                      36,655

計((F)+(G)+(I)+(K)+(L))                                                     (M) 39,925                      39,479

リスク・
アセット

等

項目

リスク・
アセット

等

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

単体自己資本比率(国際統一基準)　（　　　　×100）

うちTierⅠ比率（中核自己資本比率）　（　　　　×100）

項目

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）

（Ｅ）
（Ｍ）

（Ａ）
（Ｍ）
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　定量的な開示事項
　[P43] 二．自己資本の構成に関する事項

(訂正前)
【連結】 (単位：百万円)

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

49,976 50,941

694,847 712,839

(訂正後)
【連結】 (単位：百万円)

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

49,976 50,905

694,847 712,803

(訂正前)
【単体】 (単位：百万円)

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

48,143 49,040

668,411 687,671

(訂正後)
【単体】 (単位：百万円)

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

48,143 49,005

668,411 687,635自己資本の額

告示第18条に定める補完的項目の額及び同告示第19条に定める準補完的項目の額の合計額 (注3)

自己資本の額

告示第18条に定める補完的項目の額及び同告示第19条に定める準補完的項目の額の合計額 (注3)

告示第6条に定める補完的項目の額及び同告示第7条に定める準補完的項目の額の合計額 (注3)

告示第6条に定める補完的項目の額及び同告示第7条に定める準補完的項目の額の合計額 (注3)

自己資本の額

自己資本の額
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三．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
〔P44～45〕

【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
3,594,481 357,666

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,813,941 283,570
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,224,553 107,028

3,684,111 364,836
3,995,685 389,762

　　　　（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
3,602,871 358,372

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,822,331 284,276
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,232,943 107,734

3,692,501 365,543
4,004,075 390,469

【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
3,638,588 360,606

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,828,335 284,751
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,229,177 107,386

3,657,153 362,091
3,939,601 384,687

　　　　（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
3,646,978 361,313

（１）事業法人等向けエクスポージャー 2,836,725 285,457
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 1,237,567 108,093

3,665,543 362,798
3,947,991 385,394

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）

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

信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成23年度中
間期末で344,554百万円、平成24年度中間期末で337,836百万円であります。

平成24年度中間期末

平成24年度中間期末

平成24年度中間期末

平成24年度中間期末

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

エクスポージャーの区分

合　計（１＋２＋３＋４）

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）

信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成23年度中
間期末で344,554百万円、平成24年度中間期末で338,543百万円であります。

信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成23年度中
間期末で349,236百万円、平成24年度中間期末で343,467百万円であります。

信用リスクに対する所要自己資本の額のうち、２．（３）株式等及び２．（４）みなし計算（ファンド等）を除いた額は、平成23年度中
間期末で349,236百万円、平成24年度中間期末で342,761百万円であります。

信用リスク　計　（１＋２）
合　計（１＋２＋３＋４）

合　計（１＋２＋３＋４）
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三．自己資本の充実度に関する事項
[P46]  (3)自己資本比率、基本的項目比率及び総所要自己資本額

（訂正前）
【連結】

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 17.15% 17.84%

連結基本的項目比率（告示第２条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 16.04% 16.68%

(単位：百万円)
平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

連結総所要自己資本額（告示第２条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 324,101 319,654

（訂正後）
【連結】

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

連結自己資本比率（告示第２条の算式により算出） 17.15% 17.80%

連結基本的項目比率（告示第２条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 16.04% 16.65%

(単位：百万円)
平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

連結総所要自己資本額（告示第２条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 324,101 320,326

（訂正前）
【単体】

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 16.74% 17.45%

単体基本的項目比率（告示第１４条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 15.56% 16.25%

(単位：百万円)
平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

単体総所要自己資本額（告示第１４条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 319,403 315,168

（訂正後）
【単体】

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

単体自己資本比率（告示第１４条の算式により算出） 16.74% 17.41%

単体基本的項目比率（告示第１４条の算式の分母の額に対する基本的項目の額の割合） 15.56% 16.22%

(単位：百万円)
平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

単体総所要自己資本額（告示第１４条の算式の分母の額に８％を乗じた額） 319,403 315,839
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 四．信用リスクに関する事項

（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

[P48]
【 連　結 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２４年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,835,725

国・地方公共団体 1,403,005

（訂正後） (単位：百万円)

平成２４年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,865,726

国・地方公共団体 1,373,004

[P49]
【 単　体 】　

（訂正前） (単位：百万円)

平成２４年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,819,208

国・地方公共団体 1,396,801

（訂正後） (単位：百万円)

平成２４年度中間期末

エクスポージャーの
期末残高

金融業、保険業 1,849,209

国・地方公共団体 1,366,800

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】　 P53
平成24年度中間期末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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 42.24% 41.60% 893,439
合　　　　計 ― 59.67% 3,781,988

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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 42.33% 41.14% 923,440
合　　　　計 ― 59.42% 3,811,989

【単体】　 P54
平成24年度中間期末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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 42.24% 41.61% 892,737
合　　　　計 ― 59.41% 3,807,156

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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% 41.14% 922,738
合　　　　計 ― 59.16% 3,837,157

B．ソブリン向けエクスポージャー
【連結】　 P55
平成24年度中間期末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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% 1,700,019
合　　　　計 ― 3.49% 2,582,580

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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% 1,670,018
合　　　　計 ― 3.53% 2,552,579

【単体】　 P56
平成24年度中間期末
（訂正前）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 1,673,994
合　　　　計 ― 3.52% 2,554,757

（訂正後）

格付区分 債務者区分 バーゼルⅡ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

S 1 正常先 非デフォルト 45.00% 0.00% 1,643,993
合　　　　計 ― 3.57% 2,524,755
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〔P64〕

【連結】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
（参考）

損失額の推計値（c）
事業法人向け 60,780

合　　計 72,991

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

（参考）
損失額の推計値（c）

事業法人向け 60,817
合　　計 73,028

【単体】
　　　　（訂正前）

（単位：百万円）
（参考）

損失額の推計値（c）
事業法人向け 60,776

合　　計 72,356

　　　　（訂正後）
（単位：百万円）

（参考）
損失額の推計値（c）

事業法人向け 60,813
合　　計 72,393

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

エクスポージャー区分

エクスポージャー区分

エクスポージャー区分

－9－



十一．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
〔P72〕

（訂正前） （訂正後）
（単位：百万円） （単位：百万円）

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末 平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

自己資本の額：B 669,761 689,566 669,761 689,531
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