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、内需を中心とした緩やかな回復
基調を維持することが期待されますが、アジア新興国経済
の減速や英国のEU離脱をめぐる混乱などにより、先行きに
対する不透明感が払拭されない状況にあります。また、未曾有
の金融緩和政策の影響により、市場金利は低水準で推移し、
金融機関にとって厳しい状況が続くものと予想されます。
このような環境のなか、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」のビジョン
である「新しい可能性に挑戦する『しずぎん』」の実現に取り
組んでおります。経営を取り巻く各種のリスクに適切に対処
しつつ、地域密着型金融に基づく成長戦略を推進するとともに
新たな事業領域・収益機会へ果敢に挑戦してまいります。
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。

平成28年7月
頭取
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静岡銀行プロフィール

●
●
●
●
●

本店所在地

静岡市葵区呉服町1丁目10番地

設立年月日

昭和18年3月1日

電話番号
資本金

主要勘定

054
（261）
3131
908億円

貸 出 金 7兆6,636億円
預

68 役員
69 静岡銀行グループの概要
71 店舗一覧
73 沿革

金 9兆23億円

総 資 産 11兆849億円

●
●

発行済株式数 665,129,069株
拠点数

204

静岡県内 172
（本支店152・出張所20）
静岡県外 27
（支店23・出張所4）

※主要勘定は平成28年3月31日現在、拠点数
は平成28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。

●
●

従業員数
格付

海

外 5
（支店3・駐在員事務所2）

2,942名

Ａ1／Ｐ−１
（Moody's）

Ａ＋／Ａ−１
（Standard ＆ Poor's）
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企
業理念
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。

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

3

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。

三保の松原（静岡市清水区）から見た富士山
地域の皆さまの長年の願いが叶い、平成25年6月、富士山は三保の松原を含む文化財群
とともに、世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」
として登録されました。

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28年7月1日現在）

静銀コンピューター
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

静銀
ディーシーカード
（株）

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・プリペイドカード業務
信用保証業務

〈持分法適用関連会社〉

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

集中処理業務
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、コモンズ投信株式会社があります。
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頭 取メッセージ

「ＴＯＢＩＲＡ～明日への扉を開くために」
最初に、
「 平成28年熊本地震 」で被災された皆さまに
謹んでお見舞い申しあげます。あわせて、復旧に向けて、

にお応えする商品ラインアップに努めました。
こうした意欲的な事業展開により、中小企業向け貸出金、

懸命な努力を続けておられるすべての方々に心から敬意を

個人向け貸出金はともに増加傾向をたどり、単体の当期

表するとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

純利益は過去最高益を計上するなど、順調な業績を収める
ことができました。これもひとえに日頃の皆さまのご支援の

第12次中期経営計画のもとに
現在、静岡銀行グループが取り組んでいる第12次中期経営
計画「TOBIRA～明日への扉を開くために」は、どのような

おかげと、心から感謝申しあげます。

新しい可能性に挑戦

時代の変化に直面しようとも、地域社会の発展に貢献する

社会構造の変化が急ピッチで進み、地域金融機関を取り

という私たちの使命を果たしてゆくために、どのように行動

巻く経営環境が大きく変化するなかにあって、お客さまの

すべきかを定めたものです。そして、
「Breakthrough」を

多様なニーズにお応えし、変わらぬ支持を得ていくためには、

合言葉に、過去の経験則や成功体験に依拠しない大胆な

従来の枠組みや発想にとらわれない新たなビジネスモデル

発想や方法論をもって新しい可能性に挑戦するという、私たち

を創造する姿勢が何より重要となります。こうした観点から、

の決意を示したものでもあります。

異業種企業との連携によって将来的な金融業務の広がり

計画の2年目となる平成27年度も、引き続き経営ビジョン

を視野に入れた事業領域の拡大をはかり、従来の金融

に掲げた「新しい可能性に挑戦する『しずぎん』
」の実現に

機関のイメージを超える魅力ある商品・サービスの提供を

向けて、
「地域密着型金融のさらなる深化」
「新たな事業領域・

目指しています。

収益機会への挑戦 」
「 柔軟かつ強固な経営基盤の構築 」
「『しずぎんブランド』の一層の価値向上」という４つの基本
戦略に、グループが一丸となって取り組みました。

具 体 的には平 成 2 6 年 4月に資 本 業 務 提 携を行 った
「マネックスグループ」との関係強化をはかるとともに、住まい
と暮らしに係るワンストップサービスの提供をめざして、
異業種企業5社と連携し合弁会社「HOUSALL」を平成27年

平成27年度の活動については本誌でお示ししたとおり
ですが、そのいくつかをご紹介すると、まず、法人部門では、

9月に設立しました。また、新たに資産管理など先進的な
インターネットサービスを提供する「マネーフォワード」、

地域企業の経営課題の解決に向けて、静岡銀行グループの

若年層向け資産形成サービスに特徴のある
「コモンズ投信」

もつ総合的なコンサルティング機能、情報ネットワークなど

と資本業務提携契約を締結し、両社と共同で開発した商品・

を活かし、資金面にとどまらないさまざまなサポートを行い

サービスの提供を開始しました。

ました。とくに、地域経済の活力向上を目指して、
「しずぎん

あわせて来店型保険ショップのリーディングカンパニー

起業家大賞」の継続実施、創業支援デスクを通じた新事業

である「ほけんの窓口グループ」と業務提携し、協力して

の創出など、事業の創造性や将来性を重視した支援に

お 客さまのライフプ ランに合 わせた金 融 サ ー ビ スを

努めました。加えて、公的支援サポートデスクを通じた

ワンストップで提案する仕組みづくりに着手しました。

「ものづくり補助金」の申請支援は3年連続して民間金融機関

さらに、フィンテックの領域で今後の活用が期待されて

で最多となるなど、
「『ものづくり県 』静岡 」を金融面から

いるブロックチェーンのもつ可能性を検証するため、
「NTT

支える取り組みを展開しました。

デ ー タ 」他3社と共同で実験に取り組むなど、地域金融

個人部門では、病気や怪我などに対する保障内容を従来
以上に充実させた団体信用保険付きの新型住宅ローンが

機関の可能性を切り拓くためのさまざまな挑戦を行 って
います。

多くの支持を集めるとともに、AI（ 人工知能 ）システムを
活用した事前与信モデルの導入、さらには、インターネット
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こうした独自の取り組みに加え、新しい収益機会の確立

の特性である即時性や利便性を活かしてカードローンの

に向けて、海外のプライベート・エクイティファンドへの投資

商品性を一新し、従来の営業地域を越えた幅広いニーズに

をはじめとする市場型間接金融の強化をはかるとともに、

お応えしました。あわせて、資産形成などにお役立ていただく

首都圏を中心にお客さまの資産形成を目的としたローンの

運用商品の充実をはかるなど、多様化するお客さまのご要望

推進に取り組んでいます。

本部タワーがグランドオープン
平成28年3月1日、上空通路、周辺の景観と調和をはかる
「しずぎんの森」などが完成し、
「しずぎん本部タワー」が
グランドオープンの日を迎えました。

総勢約470名が本部タワーに設置したテレビ会議システム
を通じて参会する「地方創生全体会議」を主催するなど、
静岡銀行グループならではの取り組みを行っています。
あわせて、技術力や将来性など適切な事業性評価に基づく
地域企業への資金供給、地域経済の活力を維持する事業

金融界を取り巻く環境は、10年ほど前とは比較できない

承継支援、次代を担う若手経営者の育成など、これまでの

スピードで変化を続けており、消費者行動を例にとっても、

「地域密着型金融」の一層の高度化に取り組むとともに、地域

その価値観は多様化し、インターネット社会の進展と相まって、

との対話を通じて、地域のために私たちに求められている

そのありようは大きく変貌しています。そして、それに合わせて、

こと、地域のために私たちがなすべきことに真摯に向き合い、

金融機関の業務はもちろん、店舗のありかたさえも大きく

「地方創生」
の実現に向けて、努力を重ねてまいる所存です。

変わろうとしています。
その一方で、地域の開発プロジェクトや企業の大型投資、

金融機関にとっては、
「マイナス金利」に象徴される未曾有

地域経済に新たな活力を吹き込む創業支援、あるいは事業

の金融緩和政策のなか、英国のEU離脱をめぐる国際的な

再生支援などに対しては、従来以上に高度なノウハウと

金融市場の混乱なども加わり、厳しく、難しい経営環境が

スキルが求められており、しかも、異なる領域における専門性

続いています。

を同時に必要とするケースも増えています。そのため、多様な

しかし、変化に対する鋭敏な感性と時代を先取りする

金融機能を集約し、それらを有機的に結びつける新しい本部

スピード感あふれる経営に努め、地域社会の豊かな未来を

のありかたが求められています。
静岡銀行グループの新しい本部タワーは、こうした問題
意識から導き出された一つの答えであり、大規模な災害が
発生した際にも、地域社会に安定的な金融サービスを提供
するため、非常事態対策室を設置しています。ここでは

創造するという私たちの使命を着実に果たしていくため、
グループ企業が一丸となって努力を重ね、皆さまのご期待に
応えてまいります。
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。

約170カ店におよぶ店舗からリアルタイムで情報を集め、
双方向のコミュニケーションを通じて、地域の防災拠点と
しての役割を果たすことも可能です。

頭取

この本部タワーには、
「ワークスタイルの改革」をキーワード
として、業務を遂行するうえで高い創造性と生産性を実現
するさまざまな知恵を集約しています。私たちはこの建物が
「新しい可能性に挑戦する『静岡銀行グループ』
」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。

地域のために 地域とともに
それぞれの地域が特徴を活かし、自律的で持続的な社会
を創造する「地方創生」への取り組みが、いよいよ本格的な
計画実施の段階を迎えていますが、静岡銀行グループでは、
すでに33の市町と連携協定を結び、その活動を全面的に
支援する態勢を整えています。
また、この活動がより大きな成果をあげるためには、何より
地域社会を構成する「産官学金労言」が一体となって取り
組むことが重要であり、金融機関には、永年培ったネット
ワークを活かし、コーディネーターとしての役割を果たすこと
が求められています。静岡銀行グループでは、平成27年9月、
静岡県内市町の首長、すべての自治体の担当者、大学関係者、
経済団体関係者、銀行役職員など地方創生を推進するメンバー
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