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静岡銀行グループの現況2013

会長 伊藤誠哉 頭取
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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。

静岡銀行は平成25年3月1日に創立70周年を
迎えることができました。これもひとえに皆さまからの
あたたかいご支援のおかげであり、役職員一同、
心より感謝申しあげます。

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、足元の円高修正や株価上昇を追い風と
して、長引く景気低迷からの脱却が期待されていますが、
この動きを確かなものとするためには、金融緩和と
財政出動による政策効果に加え、その流れを成長戦略
へとつなげていくことが重要となります。

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たまわり
ますよう、お願い申しあげます。
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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  6兆9,940億円
預　金  7兆9,325億円
総資産 10兆2,502億円
665,129,069株

200
静岡県内  172 （本支店152・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）
3,093名
Ａa3／Ｐ−１（Moody's）
Ａ＋／Ａ−１（Standard ＆ Poor's）

※主要勘定は平成25年3月31日現在、拠点数は平成25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

代金回収業務

（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）
有料職業紹介業務

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25年7月1日現在）
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皆さまに支えられて創立70周年

平成25年3月1日、静岡銀行は創立70周年を迎えました。
この記念すべき日を迎えることができましたのも、ひとえに
永年にわたり私どもを支えてくださったお取引先の皆さま、
株主の皆さまのおかげと、まずは心から感謝申しあげます。

静岡銀行は、昭和18年3月1日、国立銀行をルーツと
する静岡三十五銀行と、報徳思想や金原明善の思想が
根づく遠州銀行が合併し誕生いたしました。さらにその
源流をたどると、前身銀行は128を数え、そのいずれもが
地域密着と健全経営を経営理念とした金融機関ばかり
でした。

静岡銀行もその伝統を守り、何よりも地域の発展を
自らの喜びとし、地域経済が困難に直面したときには、金融面
から全力で支えることを自らの使命としてまいりました。

たとえば、日本経済がバブル経済下にあったときも、地域
経済が「モノづくり」を中心に据えた本来あるべき姿を守り
通したことにも助けられ、時流に翻弄されることなく健全
経営を堅持しました。

やがてバブルの終焉にともない金融システム不安が起き、
いわゆる貸し渋りといわれる社会現象が問題となったときも、
私たちはこうした動きとは距離を置き、地域企業の要請に
応えるべく安定的な資金供給に努め、景気の後退が鮮明
になるなかにあっても、地域経済を支えるべく努力を重ね
ました。

さらに、平成20年9月のリーマン・ショック時における
対応も、私たちの「地域との共生」のありかたを明確に示す
ものであったと思います。

静岡銀行のすべての営業店は、お取引先との密接な
リレーションのもと、この未曾有の困難をともに凌ぎ切る
ため、経営課題を共有し、資金面をはじめさまざまな角度
からサポートしました。

とくに、金融市場が大混乱をきたし、大手企業が手許
流動性を高めようとするなか、メガバンクでは、資金を地方
から東京へ集中する動きが顕著になりましたが、私たちは
地域経済を支えるべく、県内に資金を振り向ける行動を
とりました。

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

頭取メッセージ
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こうした取り組みからいえることは、どのようなときに
あっても地域密着こそが、もっとも優先すべき経営判断の
基準であったということです。

地域金融機関が成長していくためには、地域の持続的な
成長が不可欠です。その意味において、「どのようにすれば、
地域にとっても良いことなのか」を判断基準とすることが、
静岡銀行グループ、そして従業員のため、ひいては株主の
皆さまのためになると、私は信じております。

第11次中期経営計画の2年目の取り組み

第11次中期経営計画の2年目となる平成24年度は、
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」の実現を目指し、まず法人
分野では東南アジア諸国等に活路を求める地域企業に
対して、現地金融機関との業務提携等により積極的な支援
を行うとともに、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地域企業の挑戦を
積極的にサポートいたしました。

あわせて地域企業との対話を重視し、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）」、地域経済の安定を図る
「経営改善・事業再生支援」を3つの柱とする地域密着型
金融に取り組みました。

とくに、「中小企業金融円滑化法」の期限が到来するなか、
産業構造の変化に直面する地域企業に対しては、事業の
再構築、あるいは事業清算を含んだご提案などにも取り組み、
従来より一歩踏み込んだサポートを展開いたしました。

また、70周年記念事業の一つとして、将来の地域経済を
担う起業家の育成を目指す「しずぎん起業家大賞」を創設
するなど、地域経済の活性化にも積極的に取り組んで
おります。

個人部門では、病気への保障を充実させた団体信用生命
保険を付保した住宅 ロー ン商品の提供を開始するなど、
魅力ある商品・サービスのラインアップを図るとともに、
お客さまとのコミュニケーションをより重視したコンサル
ティング型店舗への転換を順次進めるなど、利便性の向上に
努めました。

平成24年度の主な活動実績、皆さまへの感謝の気持ちを
お伝えする70周年記念事業につきましては、本誌でくわしく
ご紹介させていただいておりますが、こうした積極的な
取り組みにより、預金・貸出金ともに堅調に推移し、経常
利益は４期連続の増益を計上いたしました。

平成24年度の一株あたり配当金につきましても、
株主の皆さまへの感謝をこめて、記念配当とあわせ年間
15円とさせていただきました。

変化を先取りするスピード感と飽くなき挑戦

日本経済は政策効果により円高に歯止めがかかり、株価
も持ち直すなど、その先行きに幾分明るさが見えてまいり
ました。しかし、広く社会に目を向けると、少子高齢化や
人口減少など、私たちを取り巻くあらゆる領域で構造変化が
進み、その対応が大きな課題となっております。

私はこうした変化をリスクととらえるのではなく、柔軟な
発想と創造性をもって真正面から立ち向かい、これを
適切にコントロールすることができるなら、将来にわたって
成長の糧となる新しい可能性を切り拓くことが可能で
あると考えております。

地域経済では、多くの企業が文字どおり生き残りを
かけて血のにじむような努力を重ねています。静岡銀行
グルー プも、地域における危機感と問題意識を共有し、
金融面で地域社会に貢献するという自らの使命を果たす
べく、変化を先取りするスピード感をもって日々の業務に
邁進します。そして、イノベーションを生み出す飽くなき
挑戦を続けることで、新たな歴史を刻み、地域社会の発展に
貢献してまいりたいと考えております。

70年という節目にあたり、これまでの皆さまのご支援に
感謝申しあげ、地域社会の発展を自らの喜びとする不変の
経営方針のもと、決意も新たに、役職員一同、不断の努力
を重ねてまいります。

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
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平成25年1月、県内5会場（掛川・沼津・静岡・浜松・
富士）で ｢静岡銀行創立70周年・静岡経済研究所

創立50周年記念講演会｣ を開催しました。すべての会場で、中西勝則頭取が「静岡県
経済の展望と静岡銀行の取組み」をテーマに講演を行いました。

「しずぎん起業家大賞」の創設

地域経済の新しい時代を切り拓くフロントランナーの
育成支援を目的として、革新的・創造的な事業に取り
組む起業家や、従来のビジネスから脱皮し、新たな成長
を企図し第二創業を目指す事業者を顕彰する「しず
ぎん起業家大賞」を創設しました。
「創業前部門」「スタートアップ部門」「グロース部門」

の３つの部門で、数多くのビジネスプランをご応募
いただき、厳正な審査のうえ、受賞者を決定させて
いただきました。

今後、受賞者が各々の事業プランを実現し、地域
経済の活性化につながる起爆剤となっていただける
よう、静岡銀行グループがさまざまな側面から支援を
行っていく予定です。

「エコノミクス甲子園」静岡大会

高校生に金融経済の知識を楽しく身に付けてもらう
ことを目的として、全国高校生金融クイズ選手権 ｢エコノ
ミクス甲子園｣静岡大会を開催しました。

I Love Shizuoka～静岡再発見ツアー

静岡県内の美術館、博物館、寺院などをはじめ、文化的・
歴史的価値の高いス ポッ トを巡り、 詳細な解説とともに、
ふだん目にできない貴重な場所を見学する「I Love Shizuoka ～
静岡再発見ツアー」を実施しました。

応募の中から抽選で総勢２１８名をご招待し、三島市の三嶋
大社、掛川市の掛川城、静岡市の静岡県立美術館など、東部・
中部・西部地区のさまざまなスポットを訪ねました。

「仏像カレンダーのあゆみ」の発刊

静岡銀行では、昭和28年に、社会の平安と日本経済の
自立化達成の願いを込めて、新年を飾るカレンダーに「善財
童子像」を配して以来、毎年仏像カレンダーを制作してきま
した。今回、この歴史を振り返るために、これまでのカレンダー
を収めるとともに、仏像について解説した冊子「仏像カレンダー
のあゆみ」を発刊しました。

※詳細は52ページをご覧ください。

開催日 内容

東部 平成25年5月12日
【参加者72名】

起雲閣、熱海芸妓見番(熱海芸妓による｢湯めまちをどり華の舞｣の観賞)、
かんなみ仏の里美術館、佐野美術館、三嶋大社(参拝)

西部 平成25年5月19日
【参加者70名】

旧見付学校、掛川城天守閣・御殿、大日本報徳社、
秋葉山本宮秋葉神社 (参拝、宝物殿の拝観)

中部 平成25年5月２６日
【参加者76名】

臨済寺、静岡県立美術館、久能山東照宮（参拝）、
日本平山頂（｢赤い靴の銅像｣等の鑑賞）

創立70周年記念事業

主な記念事業

～70年の「ありがとう」の 気持ちを込めて～

※詳細は32ページをご覧ください。
三嶋大社（三島市） 掛川城（掛川市） 静岡県立美術館（静岡市）

記念講演会の実施
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新本部棟の建設

現在の本部建物は昭和39年に竣工したもので老朽化が
進んでいることから、災害に対する対応力を高めるとともに、
地域やお客さまへのサポート機能の強化を図るため、新たな
本部棟の建設（平成26年10月竣工予定）を進めています。

この新本部棟には、大規模災害の発生に備えて行政機関
への機能提供も想定した「非常事態対策室」を設置すると
ともに、ペーパーレス化やフリーアドレスを導入するなど、
従業員のワークスタイルの改革を図り、業務の生産性向上
を目指します。

しずぎんアジア留学生奨学金制度

静岡県とアジア地域との
橋渡し役を担う人材育成を
目的とした奨学金制度を
設置しています。

記念配当の実施 株主の皆さまの日ごろのご支援にお応えするため、平成25年3月期の期末配当において、
記念配当として1株あたり1円増配し、年間配当を15円とさせていただきました。

外国人留学生を対象とした採用制度

静岡県内にキャンパスを有する大学に通う海外からの
留学生を対象とした採用制度を設置しています。

概　要
● 地上２０階建、延床面積約３６，０００㎡
● 東海地震等に備えて免震構造とし、あわせて各種設備に先進的な省エネ技術を採用するなど、機能的で環境にも配慮
● 静岡市のJR草薙駅周辺整備事業にあわせ、敷地内に草薙駅前広場と国道をつなぐ上空通路（ペデストリアンデッキ）を設置し、地域住民をはじめ歩行者の

安全性と利便性の確保を図る
● 敷地全体に樹木を配し、周囲の環境や景観に溶け込んだ緑豊かで美しい街づくりに貢献する
● 本部各部に加え、一部のグループ会社を集約し、銀行グループとしての連携強化を図る

※非常事態発生時の役割は54ページをご覧ください。

※詳細は59ページをご覧ください。

※詳細は53ページをご覧ください。

開催日・会場 出演者 内容

西部 平成25年3月18日開催
アクトシティ浜松 中ホール 坂東玉三郎 人間国宝・坂東玉三郎氏がハープの伴奏にあわせ、

泉鏡花の作品を朗読

東部 平成25年6月16日開催
沼津市民文化センター 大ホール 小曽根 真＆ゲイリー･バートン 日本を代表するジャズピアニストとグラミー賞アー

ティストによるジャズセッション

中部
平成25年9月16日開催予定

静岡市清水文化会館マリナート
大ホール

静岡交響楽団
指揮：青島 広志、横山 美奈（ソプラノ）、
江口 二美（ソプラノ）、小野 勉（テノール）

指揮者に青島広志氏を迎え、子どもから大人まで
楽しめるファミリー向けのコンサート

～70年の「ありがとう」の 気持ちを込めて～

※詳細は53ページをご覧ください。

地域社会、お客さま、株主の皆さまに、70年にわたる感謝の気持ちを
お伝えするとともに、信頼の絆をより確かなものとするために、
さまざまな記念事業を実施しています。

起工式［平成25年3月1日］

創立70周年記念コンサートの開催

地域の方々をご招待し、県内3会場で記念コンサートを
開催しています。


