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静岡銀行グループの現況 2015
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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		7兆3,931億円
預 金		8兆7,151億円
総資産
11兆1,692億円
665,129,069株

●

拠点数

●

従業員数
格付

●

※主要勘定は平成27年3月31日現在、拠点数は平成27年7月1日現在の数値です。
※記載金額は億円未満を切り捨てて表示しています。
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■環境面

205
静岡県内		 173 （本支店152・出張所21）
静岡県外		 27 （支店23・出張所4）
海
外		
5 （支店3・駐在員事務所2）
2,992名
Ａ1／Ｐ−１
（Moody's）
Ａ＋／Ａ−１
（Standard ＆ Poor's）

ごあいさつ
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。
国内経済を展望しますと、消費税率引き上げの先送りや
円安の定着による堅調な輸出などを背景に、景気が回復
基調に転じることが期待されております。静岡県におきましても、
平成26年10月に29カ月ぶりに有効求人倍率が全国水準に
並ぶなど、円安や米国経済の回復、旺盛な新興国需要を
受けて、景気は持ち直しつつあります。
こうした環境のなか、静岡銀行グループでは、地域企業
への安定的な資金供給や経営改善支援による地域経済の
安定と、成長分野への支援や新たな産業の創出による地域
経済の活性化が重要であるとの認識のもと、引き続き地域
密着型金融に基づく成長戦略を推進してまいります。また、
政府が推進する ｢ 地方創生 ｣ に呼応し、各地方公共団体
の地方版総合戦略の策定・ 推進に協力するなど、地域の
活性化に向けて取り組んでまいります。
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27年7月
頭取
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企業理念

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。
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【 基本理念 】

“ 地域とともに夢と豊かさを広げます｡”
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

心のふれあいを大 切にします。

創意挑戦

常により高い目標を目指します。

自由闊達

いつも明るくはつらつと行 動します。

自己革新

たえず能力と感 性を磨きます。

誇りと喜び

情 熱を持って私の役 割を果たします。

【 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13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。

■ 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

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

静銀リース（株）
リース業務

静銀
ティーエム証券（株）
金融商品取引業務

（平成27年7月1日現在）

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

欧州静岡銀行

銀行業務
金融商品取引業務

静銀信用保証（株）
信用保証業務

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）
人事・総務・財務関連業務
有料職業紹介業務

クレジットカード業務
信用保証業務

（株）静岡銀行

■ 海外特別目的子会社

静銀
静銀ビジネスクリエイト（株）
モーゲージサービス（株） 為替送信・代金取立等の
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
ディーシーカード
（株）

集中処理業務
特定労働者派遣業務

Shizuoka Liquidity
Reserve Limited
金銭債権の取得

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。
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Top Message 〈 頭取メッセージ 〉

「ＴＯＢＩＲＡ～明日への扉を開くために」
第12次中期経営計画のもとに

第12次中期経営計画初年度の主な取り組みは、本誌で
お示しした通りですが、一例をあげると、まず法人部門では、

私たちは、少子高齢化が世界最速のスピードで進むこの国で、

地域経済に新たな活力を吹き込むべく、
「医療・介護」
「環境」

社会の構造変化がもたらす多くの課題に直面しています。
そこでは、

「農業」などの成長分野に対する地域企業の進出をサポート

過去の経験に依拠しない創造的な発想、自ら道を切り拓く

するとともに、地域の起業家を支援する「しずぎん起業家大賞」

果敢な行動力が必要となります。

の継続実施や、
「創業支援デスク」の新設、
さらには、観光産業

平 成 2 6 年 4月にスタートした、第 1 2 次 中 期 経 営 計 画

発展に向けて「しずおか観光活性化ファンド」を設立しました。

「TOBIRA ～明日への扉を開くために」も、
こうした大きな変化

一方、各地の地方銀行が協働して行うプロジェクトファイナンス

の時代にあって、地域金融機関としての使命を着実に果たして

では主導的な役割を果たすなど、事業領域の拡大を進める

いくために、静岡銀行グループがどのように行動すべきかを

なかで、新たなビジネスを追求しています。

示したものであり、同時に、
グループで働く者すべてが一丸となり、
従来の枠組みを超えた大胆な発想と方法論をもって、新しい
可能性に挑戦しようという強い決意を示したものです。

個人部門では、優れた商品性をそなえる「しずぎん新８疾病
プラス」が多くの支持を集め、
また、運用商品の多彩なラインアップ
により、お取引先の皆さまの資産形成にお役立ていただきました。

基本戦略は、
「 地域密着型金融のさらなる深化 」
「 新たな

さらに、機能の充実をはかったインターネット支店は、日本全国

事業領域・収益機会への挑戦」
「柔軟かつ強固な経営基盤の

から取引を集め、平成27年3月末時点で、およそ11万口座、預金

構築」
「『しずぎんブランド』の一層の価値向上」の4つ。この

残高では約４千億円を達成しています。

戦略のもと、新時代にふさわしい地域金融機関の創造に向けた
挑戦を開始しました。

こうした意欲的な事業展開により、平成26年度決算は、
グループ企業全体の業績を示す連結経常利益が過去最高益
を計上しました。
これも、
日ごろの皆さまのご支援のおかげと、心から
感謝申しあげます。

将来を展望した新しい本部棟
10年先、20年先の金融業務を展望し、
平成26年10月、静岡市
清水区草薙の地に新しいワークスタイルの確立と生産性の
向上を目指す本部棟が竣工し、平成27年1月より運用を開始
しました。
人々のライフスタイルは、少子高齢化社会の進展とともに
変 化し、消 費 行 動もまた、インター ネット取 引への依 存を
高めながら、大きく変貌していくものと思われます。そして、これに
呼応するかたちで、私たち金融機関の店舗のありかたも、軽量化、
モバイル化などをキーワードに、新たな形態へと進化していくこと
が予想されます。
しかし、地域の開発プロジェクトや企業の大規模投資等に
対しては、従来以上の密接なコミュニケーションのもと、高度な
ノウハウと専門的なスキルを駆使して対処することが求められて
います。新しい本部棟は、
そのための機能を充実し、地域経済
に対するサポート体制の一層の強化をはかるものです。
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あわせて、テレビ会議システムで国内全営業店を結ぶ「非常

シルバータウン構想にふさわしい温暖な気候、首都圏から至近

事態対策室」を常設し、大きな自然災害が発生した時には、

にある風光明媚な観光資源など、その魅力は枚挙にいとまが

リアルタイムで各地の情報収集を可能とするなど、地域の防災

ありません。私は、
こうした静岡県に備わる素晴らしい個性を生かし、

拠点として活用いただける機能を併せもっています。

そこに最先端の情報通信技術を付加するなど、
「産学官金労言」
が一体となって知恵を出し、創意ある取り組みを続けていくなら、

平 成 27 年 2月から開 始した旧本 部 建 物の解 体 完了後、
豊かな緑を配した外構・駐車場などを整備し、平成28年3月に

首都圏から活力を呼び戻し、
「人と仕事のあふれる街」に再生する
ことは、十分に可能であると信じています。

グランドオープンする予定ですが、第12次中期経営計画の
経営ビジョン「新しい可能性に挑戦する『しずぎん』」の象徴
となるよう、全役職員が一丸となって、努力してまいります。

静岡銀行グループにとって、金融を通じて「地方創生」に
関与することは、地域社会が未来へと続く扉を開ける、夢のある
仕事でもあります。グループ企業が一丸となり、熱い情熱をもって

未来への扉を開く「地方創生」
先の統一地方選で、
「地方創生」のありかたが大きな争点
となったように、人口減少、首都圏一極集中といった問題は、
私たちの住む地域社会に深刻な影を落としています。
そのため、

取り組んでいきたいと思います。

「利他の経営」と「世界一の努力」
ブレイクスルー

静岡銀行グループでは、
「『B reakthrough』
を合言葉に、

政府では、
「 仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環

世界一の地方銀行を目指します。」を第12次中期経営計画

を確立し、地域に活力を吹き込む」
ことを目的に、地方が、各々

の行動指針として定め、
その実行を一人ひとりに求めています。

の実情に合わせた「地方人口ビジョン」
と
「地方版総合戦略」

「世界一の地方銀行」とは、地域社会のため、お取引先の

を策定し、
その実現に向け、地域社会が一丸となって推進する

ため、そして株主の皆さまのために、世界一の努力を続ける

ことを求めています。

銀行であり、行動指針は、
こうした銀行になろうという、全従業員

この方針のもと、各地方公共団体は「地方創生」に取り組む

への呼びかけでもあるのです。

ことになりますが、地域経済の一端を担う私たち金融機関にも、
当事者として、プランの策定と推進等に積極的に関与する姿勢が

「利他の心」。
これは私の信条とする言葉です。文字どおり

求められています。それは、地域の課題を共有し、
ともにその解決

「他を思いやる心の大切さ」を説いたもので、
「他の人の利益を

にあたるという、私たちの社会的使命そのものであるからです。
静岡銀行では、すでに、本部内に新たに「地方創生部」を
設置するとともに、各地の営業店長を「地方創生推進担当者」に
任命するなど、組織態勢を整備しました。
あわせて、地域経済の持続的な成長に寄与すべく、次世代

第一に考えて行動することが、ひいては自己のためになる」という
考えを示したものです。
突き詰めるなら、金融とは、夢を叶え、目的を達成する手段
となる「お金」を介して、人と企業と社会を結びつける仕事で
あり、他を利することによってこそ成り立つ仕事であると言えます。

経営者の育成や事業承継支援など、従来から進めてきた「地域

その意味では、金融機関の価値とは、社会に対する貢献の

密着型金融」の一層の高度化をはかり、地域との対話を通じて、

度合いによって定まると言っても過言ではないでしょう。

私たちができること、やるべきことに真摯に取り組み、あらゆる角度
から「地方創生」をサポートする方針です。

静岡銀行グループでは、
どのような時にあっても、
この「利他の
経営」を貫くため、全員が心をそろえ、
「世界一の努力」を重ねて
いきたいと考えています。

静岡県の現状を考察すると、
リーマン・ショック後の円高に
起因する生産設備の海外移転、あるいは、地震災害等に

平成27年度も厳しい経営環境が続くと思われますが、この

備えるサプライチェーンの見直しを受けた県外移転が進んだ

激動の時代を、新たなビジネスモデルを創造する飛躍の機会と

結果、製造業の生産額は減少をたどり、雇用吸収力の低下と

とらえ、時代を先取りするスピード感あふれる積極果敢な経営

人口減を引き起こしています。そして、
この構造こそが、静岡県

によって、新たな可能性を切り拓いていきたいと思います。

が課題先進県と言われる所以であり、静岡県の取り組みが、
「地方創生」の行く末を占う試金石になると言われています。

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、
よろしくお願い申しあげます。

しかし、静岡県には産業のデパートと称されるほどの多彩な
技術集積があり、いまも世界レベルの医療技術開発に取り
組むファルマバレープロジェクトなどが進んでいます。さらには、

頭取
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