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頭取

静岡銀行グループの現況 2017

Co n te n ts

ごあいさつ
平素より格別のお引き立てをいただき、誠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。
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改善を反映して増加基調を維持することから、景気は緩やかな回復
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基調をたどることが期待されています。一方、米国の政策運営や欧州

61 従業員満足への取り組み

の政治動向、さらには、中東・ 北朝鮮の地政学リスクに起因する
国際情勢の変化も予想されており、問題が深刻化した際には金融市場
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対する不透明感が高まっています。
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また、社会のさまざまな領域で構造的な変化が顕在化するなか、
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75 静岡銀行グループの概要

金融機関にとっては、マイナス金利に象徴される未曾有の金融緩和
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政策のもと、引き続き厳しい経営を強いられることになります。

79 沿革

静岡銀行グループでは、こうした変化の激しい経営環境にあって、
自ら進むべき針路を示す第13次中期経営計画「TSUNAGU～つなぐ」
をスタートさせました。この計画は、地域とともに新たな価値を創造

静岡銀行プロフィール

し続ける「しずぎん」として、総合金融サービスの提供を通じて、どの

● 本店所在地

静岡市葵区呉服町1丁目10番地

ような環境にあっても常に地域と寄り添い、地域とともに成長していく

● 電話番号

054
（261）
3131

● 設立年月日

昭和18年3月1日

● 資本金

908億円

● 主要勘定

貸 出 金 7兆9,552億円

金融機関を目指すものです。あわせて、第12次中期経営計画で培った

預

新しい事業領域への取り組みを形あるものへと進化させ、常に時代
の先端をゆく地域金融機関として、新たなビジネスモデルの創造に
向けた弛まぬ挑戦を続ける姿勢を示したものでもあります。

金 9兆3,040億円

総 資 産 11兆303億円
● 発行済株式数

645,129,069株

● 拠点数

205
静岡県内 172
（本支店152・出張所20）
静岡県外 28
（支店23・出張所5）

皆さまにおかれては、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、よろしくお願い申しあげます。

海

外 5
（支店3・駐在員事務所2）

● 従業員数

2,884名

● 格付

Ａ1
（Moody's）
Ａ＋
（S＆P）

平成29年7月

※主要勘定は平成29年3月31日現在、
拠点数は平成29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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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
感
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心のふれあいを大切にします。
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常により高い目標を目指します。

自

由
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いつも明るくはつらつと行動します。

自
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革

新

たえず能力と感性を磨きます。

誇 り と 喜 び
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情熱を持って私の役割を果たします。

私たちは、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29年7月1日現在）

静銀コンピューター
サービス（株）

静銀信用保証（株）
信用保証業務

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〉

人事・総務・財務関連業務
有料職業紹介業務

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

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）

静銀
ディーシーカード（株）

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

Innovative Bank ～地域とともに新たな
このたび、頭取に就任いたしました。

こうした異業種との連携は着実に形あるものへと成長しており、

皆さまのご期待とご信頼にお応えできますよう誠心誠意努め

平成28年4月に提供を開始した家計簿アプリ
「マネーフォワード

てまいりますので、よろしくご支援のほどお願い申しあげます。

for 静岡銀行」は、すでに5万人以上のお客さまの家計管理に
お役立ていただいています。また、従来にはない保険相談の窓口

「健全経営」の伝統を守るために

として「ほけんの窓口＠しずぎん」を静岡市と浜松市に開設し、
ライフプランニングを起点とする相談型営業の拠点として、

平成28年度を振り返りますと、マイナス金利に象徴される

一人ひとりのお客さまの多様なニーズにお応えしています。

未曾有の金融緩和政策のもと、極めて厳しい経営を強いられました。

さらに、地方における空き家問題対策としても今後成長が期待

しかし、第12次中期経営計画「TOBIRA～明日への扉を開くため

されるリノベーション市場の活性化に向けて、リノベる株式会社

に」の最終年度を、多くの成果をもって締めくくるべく、グループ

とともにその対応を進めているところです。

が一丸となり、その推進に努めてまいりました。
主な取り組みについては、本誌にお示しした通りですが、

なお、富士市の吉原商店街で、ブロックチェーン技術をベース
ネ

コ

バ

ン

に開発した電子クーポンサービス「NeCoban」を提供し、地域

米国大統領選を背景とした市場の混乱により外国債券の評価

活性化への貢献を目指す実証実験を実施するなど、金融業務に

損益が悪化したことを受け、これを実現損として処理しました。

新たな流れをつくるフィンテックに対しても、積極的なアプローチ

これは静岡銀行グループの伝統である健全性を堅持し、今後の

を行っています。

債券運用の自由度と機動性を確保することを目的としたものです。
また、経営上のリスク軽減をはかるべく持分法適用関連会社に

地域社会の持続的な成長に向けて

係る「 のれん 」の未償却残高を一括費用処理したこともあり、
残念ながら減益を余儀なくされました。
しかし、第12次中期経営計画の取り組みは着実に成果を見せ、

地方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」は、地域金融機関にとっても持続的な成長のために不可欠

預金、貸出金ともに順調に増加しています。とくに貸出金は、病気

な取り組みです。静岡銀行では、県下すべての35市町と地方創生

や怪我の保障など暮らしの安心を提供する住宅 ローンが多く

に向けた連携協定を結び、その活動を全面的に支援する態勢を

の支持を集め、個人向け貸出金は着実に推移しました。さらに、

整え、
「 産官学金労言士 」のコーディネーターとしての役割を

事業承継や経営改善への支援をはじめとする、地域企業の経営

果たし、観光振興や人材支援をはじめとする幅広い活動を展開

課題の解決に貢献するソリューション営業、あるいは技術力や

しています。

将来性など事業性評価に基づく資金供給など、地域密着型金

その一例をご紹介すると、全市町の担当者をはじめとする

融の高度化に取り組んだ結果、計画期間の3年間で総貸出金は

約500名が「テレビ会議システム」を利用して一堂に会する

約7千億円の増加へとつながっています。

第2回「地方創生全体会議」を開催。地域を元気にする中小企業
支援のありかた、官民連携による観光振興策について情報を

異業種連携の可能性を追求

共有し、意見交換を行いました。
観光振興の面からは、静岡県、神奈川県、横浜銀行とともに

地方における人口減少が社会問題となるなか、勝ち残りを
企図した地域金融機関同士の経営統合が注目を集めています。

記載をなくし、富士・箱根・伊豆の一体感を演出した「県境の

しかし、静岡銀行はこうした潮流とは方向を異にし、異業種との

ない地図 」の制作をはじめ、異なる地域の連携であるからこそ

連携を通じて、地域金融機関の可能性を切り拓く新しいビジネス

大きな相乗効果が期待できる創意ある取り組みに努めています。

モデルの確立に努めてまいりました。

5

「 神奈川・ 静岡県境地方創生連絡会 」を発足。県名や県境の

また、私たち独自の活動として、地域の起業家の育成を目的

まず、平成26年4月、マネックスグループ株式会社との資本業務

として実施している「しずぎん起業家大賞」は5回目を数え、累計

提携により、その一歩を踏み出し、以降、平成27年8月に株式

716件の応募が寄せられています。こうした一人ひとりの意欲

会社マネーフォワード、同10月にコモンズ投信株式会社と資本

あふれるビジネスプランが、地域経済活性化や雇用の創出に

業務提携を締結。さらに、平成28年6月にほけんの窓口グループ

寄与する推進力となるよう、入賞者はもちろん、すべての応募者の

株式会社、同8月にリノベる株式会社と業務提携を行いました。

事業の実現をグループをあげて、そのサポートに取り組んでいます。

価値を創造し続ける『しずぎん』
さらに、将来の地域経済を担う人材の育成を支援する「次世代

にその答えを見い出せない時には、変化を恐れず非連続のなか

経営者塾Shizuginship」も設立10周年を迎えました。経営者

に新しい方向性を求めていくことも大切です。そして、その時、

としての資質の向上に加えて、業界を超えた人脈作りの機会を

判断の拠りどころとなるのが第13次中期経営計画
「TSUNAGU

提供してきましたが、今後は、私どもの従業員教育との融合を

～つなぐ」なのです。

進めるなど、地域経済を担う総合的な人材育成に向けて、一層
努力を重ねてまいります。

静岡銀行グループは、こうした姿勢のもとに、10年後、20年後

第13期中期経営計画
「TSUNAGU ～つなぐ」が始動

における地域金融機関としてのあるべき姿を見据えた経営に努め、
皆さまのご期待とご信頼に応えてまいります。そして、私たちが
提供する金融サービスを通じて「地域・お客さま・従業員・株主の

さて、本年4月、静岡銀行グループでは、
「Innovative Bank

皆さま」がつながり、互いの絆を強め、ともに確かな未来を描く

～地域とともに新たな価値を創造し続ける『しずぎん』」を経営

ことができるなら、それは基本理念「地域とともに夢と豊かさを

ビジョンとする、第13次中期経営計画「TSUNAGU ～つなぐ」

広げます。」の実現であり、地域金融機関としての存在意義その

をスタートさせました。

ものであると考えています。

この計画は、４つの基本戦略「地域経済の成長にフォーカス
したコアビジネスの強化 」
「 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」
「チャネル・ＩＴ基盤
を活用したセールス業務の変革 」
「 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」のもと、第12次中期経営
計画で培 った成長力をさらに加速させるとともに、これまで
静岡銀行 グループの成長を支えてきた事業領域でも新しい
価値を創り出し、どのような経営環境にあっても地域に寄り添い、
地域とともに成長を目指すという、私たちが進むべき方向性を
示すものでもあります。
あわせて、この計画を着実に進めていくため、本年6月、大規模な
組織改定を実施しました。一例をあげると、これまでの市場別
の組織をチャネル戦略に応じた運営体制へと再編し、事業承継
など提案型営業を推進する「ソリューション営業部」と非対面
営業を統括する「ダイレクトチャネル営業部」を新設。これは、
コンサルティング機能の高度化を図るとともに、中期経営計画
に基づく営業戦略を企画し推進するために、組織横断的な連携
体制を整備するためのものです。
けいがん

時代の変化に対する慧眼をもって
社会の構造変化があらゆる領域で顕在化するなか、私たちは、
過去に経験したどの時代よりも激しい変化の直中にあるといえ
るのではないでしょうか。
このような先を見通すことができない時代だからこそ、私たち
は自ら未来を切り拓く気概をもち、地域金融のフロントランナー
として、地方銀行の新たなビジネスモデルを創りあげていくこと
が何よりも大切であると考えています。しかし、従来の延長線上

皆さまにおかれては、変わらぬご理解とご支援をたまわり
ますよう重ねてお願い申しあげます。

頭取

