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平成１８年 ８月１１日 

各    位 

会 社 名 株 式 会 社  豊 和 銀 行 

代表者名 取 締役頭取  水 田 敬 明 

( コード番号 ８５５９ 福証 ) 

問合せ先 経営管理部長  牧 野 郡 二 

( ＴＥＬ．０９７－５３４－２６１１ ) 

 

第三者割当による新優先株式発行に関するお知らせ 

 
当行は、平成１８年６月３０日開催の取締役会において、地域のお取引先等を割当先とする優先株式の発行に

ついて決議いたしましたが、同優先株式の発行につきまして、平成１８年８月１１日開催の取締役会において、

募集株式の数、払込金額の総額及び割当先等、発行に必要な事項を下記のとおり決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１． 新株式発行要項 

(1) 募 集 株 式 の 種 類    株式会社豊和銀行第1回A種優先株式（以下「本A種優先株式」

という。） 
 
(2) 募 集 株 式 の 数 6,000,000株 
 
(3) 払 込 金 額 １株につき 1,000円 
 
(4)  増加する資本金の額 １株につき500円 
 
(5) 払 込 金 額 の 総 額 6,000,000,000円 

 

(6)  申 込 期 間 平成１８年８月１４日（月曜日）から 

           平成１８年８月２５日（金曜日）まで 
 

(7)  払 込 期 日 平成１８年８月２８日（月曜日） 
 

(8)  発 行 方 法 地域の取引先を中心とする第三者割当増資 
 

(9)  優 先 配 当 金 

 ①  優先配当金 

当銀行は、定款第37条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、本A種優先株式を有する株主(以

下「本A種優先株主」という。)又は本A種優先株式の登録株式質権者(以下｢本A種優先登録株式質

権者｣という。)に対して、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録

株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、本A種優先株式１株につき本A種優

先株式の払込金額に3.50％（平成19年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の

場合は、年率3.50％に基づき払込期日から平成19年3月31日までの間の日数（初日と最終日を含

む。）につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、％未満小数第3位まで算出し、

その小数第3位を切り捨てるものとする。）を乗じた額の金銭（以下「本A種優先配当金」という。）
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を支払う。ただし、当該事業年度において下記(11)に定める本A種優先中間配当金を支払ったときは、

その額を控除した額とする。 
 

② 非累積条項 

ある事業年度において、本A種優先株主又は本A種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当

の額が本A種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 
  

③ 非参加条項 

本A種優先株主又は本A種優先登録株式質権者に対しては、本A種優先配当金の額を超えて剰余金の

配当を行わない。 
 

(10)  優 先 中 間 配 当 金 

当銀行は、定款第38条に定める中間配当を行うときは、本A種優先株主又は本A種優先登録株式質権

者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、本A種優先株式1株につき本A種優先配当

金の2分の1に相当する額の金銭（以下「本A種優先中間配当金」という。）を支払う。 
 

(11)  残 余 財 産 の 分 配 

当銀行は、残余財産を分配するときは、本A種優先株主又は本A種優先登録株式質権者に対し、普通株

主及び普通登録株式質権者に先立ち、本A種優先株式１株につき1,000円の金銭を支払う。本A種優先

株主又は本A種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。 
 

(12)  議 決 権 

本A種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。 
 

(13)  種 類 株 主 総 会 

法令に別段の定めがある場合を除き、当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合に

おいても、本A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

(14)  株式の併合又は分割等 

法令に別段の定めがある場合を除き、本 A 種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本 A

種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の

無償割当てを行わない。 
 

(15)  取 得 条 項 

当銀行は、当銀行取締役会が定める日（ただし、平成29 年 4 月 1 日以降の日に限る。）をもって本A

優先株式の全部又は一部を取得することができ、これと引換えに、本 A 種優先株式 1 株につき 1,000

円の金銭を交付するものとする。当銀行が本A種優先株式の一部を取得する場合は、取得する本A種優

先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するも

のとする。 
 

(16)  譲 渡 制 限 

   本A種優先株式を譲渡により取得することについては当銀行取締役会の承認を要する。 

(17)  優 先 順 位 

本 A 種優先株式及び当銀行第１回 B 種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分

配における支払順位は同順位とする。 
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(18) 割 当 先 の 概 要 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社大分銀行 

割当株数 500,000株 

払込金額 500,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市府内町3丁目4番1号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 小倉義人 

 資本の額(平成18年3月31日現在) 15,000百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率（平成18年3月31日現在） 明治安田生命保険相互会社      (4.7%) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行     (3.0%) 

日本生命保険相互会社        (3.0%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)  

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 148,648株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 145,530株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

  

割当予定先の氏名又は名称 三和酒類株式会社 

割当株数 300,000株 

払込金額 300,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県宇佐市大字山本2231番地の1 

 代表者の役職・氏名 代表取締役 赤松健一郎 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  1,000百万円 

 事業の内容 酒類製造業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 赤松本家酒造株式会社       (25.0%) 

有限会社熊埜御堂酒屋       (25.0%) 

有限会社和田酒屋         (25.0%) 

有限会社豊国屋          (25.0%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 147,230株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 二階堂酒造有限会社 

割当株数 300,000株 

払込金額 300,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県速見郡日出町2849 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 二階堂雅士 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  8百万円 

 事業の内容 酒類製造業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)  ― 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 ― 株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社テレビ大分 

割当株数 100,000株 

払込金額 100,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市春日浦843番地25 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 結城宣孝 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  500百万円 

 事業の内容 民間放送業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 関西テレビ放送株式会社      (19.9%) 

株式会社讀賣新聞大阪本社     (19.9%) 

株式会社西日本新聞社        (5.9%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式  50,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 125,830株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 日本生命保険相互会社 

割当株数 100,000株 

払込金額 100,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡本圀衞 

 資本の額(平成18年3月31日現在)   ― 

 事業の内容 生命保険業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)  ― 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 1,666,700株 

 取引関係等 営業取引           該当事項なし

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

割当予定先の氏名又は名称 学校法人文理学園 

割当株数 100,000株 

払込金額 100,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市大字一木1727番地162 

 代表者の役職・氏名 理事長 菅幸雄 

 資本の額(平成18年3月31日現在)   ― 

 事業の内容 学校法人 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)  ― 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数  ― 株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社大分放送 

割当株数 70,000株 

払込金額 70,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市今津留3丁目1番1号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 首藤伊佐樹 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  260百万円 

 事業の内容 民間放送業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大分県              (12.3%) 

有限会社大分合同新聞社       (9.7%) 

財団法人大分放送文化振興財団    (8.8%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 18,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 32,600株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 

 営業取引           預金・融資等

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 綜合警備保障株式会社 

割当株数 60,000株 

払込金額 60,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 東京都港区元赤坂1-6-6 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 村井温 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  17,830百万円 

 事業の内容 警備業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 村井恒夫               (8.9%)

綜合商事株式会社           (7.3%)

綜合警備保障従業員持株会       (5.9%)

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 204,580株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 

 
営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社東部開発 

割当株数 60,000株 

払込金額 60,000,000円 

割当予定先の内容 

 住所 大分県大分市大字迫字丸山658番地の1 

 代表者の役職・氏名 代表取締役 首藤聖司 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  50百万円 

 事業の内容 産業廃棄物収集運搬処理業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 首藤有               (98.0%) 

首藤正成               (1.2%) 

首藤富士夫              (0.6%) 

当銀行との関係 

 出資関係(平成18年3月31日現在) 

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 66,646株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 

 営業取引           預金・融資等 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

 

 

 

 

 
割当予定先の氏名又は名称 有限会社大分合同新聞社 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市府内町3丁目9番15号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長野健 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  10百万円 

 事業の内容 報道・新聞出版業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) ― 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数  ― 株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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 割当予定先の氏名又は名称 株式会社オーシー 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県大分市末広町2丁目3番28号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野々下俊昭 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  200百万円 

 事業の内容 総合信販業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 
オーシー社員持株会          (12.5%)

株式会社大分銀行           (4.5%)

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式  14,500株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 126,646株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 
営業取引           預金・融資等 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社熊本ファミリー銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 熊本県熊本市水前寺六丁目29番20号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 河口和幸 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  34,262百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 普通株式 

株式会社みずほコーポレート銀行     (6.3%) 

 東京海上日動火災保険株式会社     (3.3%)

日本生命保険相互会社         (2.3%)

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 1,950,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 1,737,300株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 営業取引           該当事項なし 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社佐賀共栄銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 佐賀県佐賀市松原四丁目2番12号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 山本孝之 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  2,100百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 松尾建設株式会社            (5.9%)

株式会社西日本シティ銀行       (5.3%)

株式会社みずほコーポレート銀行    (4.8%)

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 567,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 582,000株 

 取引関係等 

 

 

 

 

 

 

 営業取引           該当事項なし 

営業取引以外の取引      該当事項なし 

人的関係           該当事項なし 

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

 

 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社ソノヤ 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 大分県中津市1723番地の1 

 代表者の役職・氏名 代表取締役 山下利明 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  20百万円 

 事業の内容 衣料品小売業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) ― 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 65,000株 

 取引関係等 営業取引           預金・融資等

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 トッパンフォームズ株式会社 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 東京都港区東新橋1丁目7番3号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 秋山正法 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  11,750百万円 

 事業の内容 総合印刷業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 凸版印刷株式会社           (58.6%) 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社  (3.5%) 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社    (2.0%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数  ― 株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 40,000株 

 取引関係等 営業取引           預金等 

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社長崎銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 長崎県長崎市栄町3番14号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 高田浩司 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  9,119百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 株式会社西日本シティ銀行      (84.4%)

株式会社あおぞら銀行        (0.9%) 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口4)  

(0.9%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 150,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 114,500株 

 取引関係等 営業取引           該当事項なし

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社福岡中央銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 福岡県福岡市中央区大名二丁目12番1号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 田中克佳 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  2,500百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 株式会社福岡銀行           (9.1%)

株式会社西日本シティ銀行      (4.8%)

株式会社宮崎太陽銀行        (4.7%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 1,074,380株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 1,313,080株 

 取引関係等 営業取引           該当事項なし

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社南日本銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 森俊英 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  9,101百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 株式会社みずほコーポレート銀行    (4.9%)

財団法人岩崎育英奨学会       (2.9%) 

明治安田生命保険相互会社      (2.8%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 1,248,000株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 1,251,169株 

 取引関係等 営業取引           該当事項なし

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社宮崎太陽銀行 

割当株数 50,000株 

払込金額 50,000,000円 

割当予定先の内容  

 住所 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 

 代表者の役職・氏名 取締役頭取 宮田穂積 

 資本の額(平成18年3月31日現在)  5,752百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在) 富士火災海上保険株式会社       (3.0%)

株式会社西日本シティ銀行      (3.0%)

東京海上日動火災保険株式会社    (2.8%) 

当銀行との関係  

 出資関係(平成18年3月31日現在)   

  当銀行が保有している割当予定先の株式の数 普通株式 1,170,050株 

  割当予定先が保有している当銀行の株式の数 普通株式 1,243,677株 

 取引関係等 営業取引           該当事項なし

営業取引以外の取引      該当事項なし

人的関係           該当事項なし

当該株券の保有に関する事項 該当事項なし 

 

 

割当株数50,000株未満の割当予定先は、以下のとおりであります。         （単位：株） 

割当予定先の氏名又は名

称 
割当株数 住所 

割当予定先が保有

している当行株式

の数（平成18年3

月31日現在）

株式会社豊後プロパン 40,000 大分県大分市花津留2丁目23番23号 68,000 

株式会社ＮＴＴデータ 35,000 東京都江東区豊洲３丁目３番３号 30,000 

株式会社エフ・ジェイ・リアルエ
ステート 30,000 大分県大分市公園通り西２丁目１番 －

大分朝日放送株式会社 30,000 大分県大分市勢家１３６５番地 20,000 

大分航空ターミナル株式会社  30,000 大分県国東市安岐町下原13番地 20,000 

城戸辰徳 30,000 福岡県福岡市中央区大濠１丁目８番８号ー５０２号 －

九州電力株式会社 30,000 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 －

セコム株式会社 30,000 東京都渋谷区神宮前1-5-1 166,950 

株式会社損害保険ジャパン 30,000 東京都新宿区西新宿1-26-1 1,084,000 

株式会社鶴見運送 30,000 大分県別府市大字鶴見67番地の2 64,600 

東京海上日動火災保険株式会社 30,000 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 762,730 

株式会社トキハ 30,000 大分県大分市府内町2丁目1番4号 356,300 
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株式会社馬場善 30,000 福岡県福岡市中央区天神４丁目６番７号 49,969 

株式会社福岡テコム 30,000 福岡県福岡市南区大楠2丁目5番18号 20,000 

株式会社ホウエイ 30,000 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6丁目6番1号 29,799 

ローレルバンクマシン株式会社 30,000 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目１２番５号 10,000 

株式会社諌山工務所 20,000 大分県日田市田島1丁目10番21号 110,749 

建友産業株式会社 20,000 福岡県福岡市中央区天神5丁目9番2号 32,600 

後藤嶺子 20,000 大分県別府市上人仲町５－６０ －

昌栄印刷株式会社 20,000 大阪府大阪市生野区桃谷１丁目３番２３号 8,615 

新興相互運輸株式会社 20,000 大分県大分市大分流通業務団地2丁目4番 20,000 

大和鉄工株式会社 20,000 大分県佐伯市大字海崎８４２番地の１４ 12,646 

株式会社谷組 20,000 大分県日田市大字日髙3040番地 130,063 

中津鋼管工業株式会社 20,000 大分県中津市東浜３３２ 46,615 

株式会社日本抵抗器大分製作所 20,000 大分県宇佐市大字住江185番地 22,000 

平倉建設株式会社 20,000 大分県大分市中島中央３丁目１番１１号 111,900 

富士通株式会社 20,000 
大分県大分市東春日町１７－５８ 大分システムラボラト

リ 
300,000 

泰松久美子 20,000 福岡県北九州市小倉北区赤坂３－１０－１８ －

有限会社熊電資材 20,000 熊本県熊本市南熊本４丁目２番１１号 －

株式会社アルバコーポレーション 19,000 熊本県熊本市水道町７番１６号 12,000 

株式会社デンケン 17,000 大分県由布市狭間町高崎９７番地１ 4,000 

英幸マリン株式会社  15,000 大分県佐伯市船頭町１３番１３号 －

キデンリース株式会社 15,000 大分県大分市原川２丁目３番３号 100,969 

株式会社豊の国健康ランド 15,000 大分県大分市南春日町１２番５号 41,000 

株式会社溝口組 15,000 大分県大分市金池町3丁目3番11号 43,751 

山月忠良 15,000 大分県大分市王子中町７－４ 1,260 

株式会社コーリツ 12,000 大分県大分市大字羽田１１５３番地の４ 7,520 

國廣英一良 11,000 大分県大分市田尻７４６番地の１２ －

社団法人大分市医師会立 アルメ
イダ病院 10,000 大分県大分市大字宮崎1315番地 －

板井敬士 10,000 
大分県大分市中津留１－２－３０－１４０１号グランドパ

レス中津留 
－

株式会社インタープリンツ 10,000 大分県大分市大字津守５６３番地の７ 13,969 

臼杵運送株式会社 10,000 大分県臼杵市大字福良1766の1 5,000 
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大分ケーブルテレコム株式会社 10,000 大分県大分市大字上宗方１６３０番地の１３ 61,000 

大分交通株式会社 10,000 大分県大分市大字勢家字芦崎１１０３番地３ 68,230 

大分食品物産株式会社 10,000 大分県大分市大道町６丁目１番２号 25,000 

大城隆 10,000 大分県大分市牧1丁目16－16 －

大鶴祥現 10,000 大分県南鶴崎2丁目1-8 6,000 

株式会社大林観光 10,000 大分県大分市南鶴崎1丁目1番1号 －

大山商事株式会社 10,000 大分県大分市豊海２丁目４番４号 220 

株式会社小野明組 10,000 大分県佐伯市本匠大字笠掛１５７９番地１ 70,000 

小野英治 10,000 大分県大分市松ヶ丘84-7 －

小野勇治 10,000 大分県別府市扇山1組の2 10,969 

医療法人オレンジ会 10,000 大分県杵築市大字船部２１６７番地の２０ 7,000 

株式会社甲斐建設 10,000 大分県津久見市大字四浦３８８４ －

甲斐博文 10,000 大分県大分市西春日町8番23－704号 －

河野進 10,000 大分県別府市石垣東4丁目5－15 8,996 

神田良人 10,000 大分県津久見市新町12番12号 －

菅美恵子 10,000 大分県大分市大字丸亀１７４-３ －

株式会社杵築建設 10,000 大分県杵築市大字南杵築２４６５番地の１ 10,000 

社会福祉法人亀保の里 10,000 福岡県豊前市大字鬼木２０番地－１ －

株式会社木元電設 10,000 大分県杵築市大字猪尾６４番地の５ 10,000 

九州アフリカ・ライオン・サファ
リ株式会社 10,000 大分県宇佐市安心院町南畑2－1755－1 13,969 

九州建設コンサルタント株式会社 10,000 大分県大分市新貝１２番５１号 －

九州興和開発株式会社 10,000 大分県大分市中央町1丁目1番20号 キュウコウビル7階 －

九州乳業株式会社 10,000 大分県大分市大字廻栖野３２３１番地 41,000 

協同エンジニアリング株式会社 10,000 大分県大分市大字三芳１２３９番地の１ 30,000 

国東重販株式会社 10,000 大分県杵築市大字狩宿２５０９番地の３０番地 13,969 

國實重勝 10,000 大分県大分市大字皆春1642-1 6,000 

國實利美 10,000 大分県大分市大字皆春1642の1 －

国次ミエ子 10,000 大分県臼杵市掛町四組 －

グローリー商事株式会社 10,000 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２３番１３号 60,000 

株式会社ケイ・エス・ケイ 10,000 大分県速見郡日出町大字川崎４３２１番地の１ 20,000 



 

 
ご注意：この文書は，当行が第 1 回 A 種優先株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成

されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書（その訂正事項分を含む。）及び発行登録追

補目論見書並びに参照書類をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

 

広栄ケミカル株式会社 10,000 福岡県北九州市小倉南区西水町5番13号 39,000 

有限会社こうだ 10,000 大分県日田市本町3-22 8,000 

医療法人利光会五反田胃腸科外科
病院 10,000 大分県日田市大字竹田395番地の1 －

株式会社後藤組 10,000 大分県大分市王子北町３番４７号 160,315 

株式会社コンピュータ・システ
ム・サービス 10,000 大分県大分市金池町１丁目１１番８号（金池安部ビル） 6,000 

坂元宏行 10,000 大分県別府市上原町11－11 －

佐々木食品工業株式会社 10,000 大分県豊後高田市界276番地 54,000 

佐々木卓郎 10,000 大分県豊後高田市界293 －

佐藤節男 10,000 大分県大分市大字国分1621番地の2 －

佐藤トシコ 10,000 大分県別府市上人ヶ浜町２－４０ －

三宮朋貞 10,000 大分県大分市大字小池原1450番地 －

シーティービーメディア 株式会
社 10,000 大分県別府市大字南立石242－2 24,000 

株式会社柴田産業 10,000 大分県大分市大字荏隈754番地の54 11,323 

株式会社城東電設工業 10,000 大分県大分市花高松３丁目１０番４２号 22,000 

有限会社新生運送 10,000 大分県大分市大字南字石原283番地の1 73,000 

医療法人新生会 10,000 大分県豊後高田市新地1176番地1 －

社会福祉法人周防学園 10,000 福岡県豊前市大字川内３７３９－１６ 5,000 

角弘起 10,000 大分県日田市大字友田351-1 15,969 

株式会社第一産栄社 10,000 大分県大分市大字羽田字堀川1076番地 10,000 

株式会社大総 10,000 大分県大分市大字広内字論ヶ迫213番地 20,000 

宝物産株式会社 10,000 大分県別府市大字鶴見4546の234 10,000 

千原文子 10,000 大分県日田市田島町762-3 －

長さち子 10,000 大分県臼杵市大字野田2637番地の1 －

株式会社ＴＯＳエンタープライズ 10,000 大分県大分市春日浦８４３－２７ 20,000 

東洋技術株式会社 10,000 大分県大分市大字畑中４３３番地 25,000 

中西節子 10,000 大分県佐伯市中の島２丁目９－３ －

ナサ工業株式会社 10,000 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1423-23 18,550 

名村啓三 10,000 大分県大分市新明治４丁目２番１０号 －

西日本電線株式会社 10,000 大分県大分市大字駄原２８９９番地 197,094 

ニッテレ債権回収株式会社 10,000 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル －
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株式会社日本ソフト工業 10,000 大分県速見郡日出町豊岡１０５９番地１ 2,000 

株式会社ネットワークコミュニケ
ーション 10,000 福岡県北九州市小倉南区湯川新町四丁目24番3号 －

株式会社ノザキ薬品 10,000 大分県大分市羽屋29番地の4 －

花田多美子 10,000 大分県大分市明野高尾１丁目１４－６ －

林武雄 10,000 大分県豊後高田市是永町188番地1 －

株式会社原田総合土木 10,000 大分県大分市大字光吉３６２番地 10,000 

有限会社原田プロパン 10,000 大分県日田市玉川1-5 －

株式会社ハルヤ 10,000 福岡県北九州市小倉南区葛原五丁目1－5 －

株式会社日出ハイテック 10,000 大分県速見郡日出町大字大神８１３３番地 25,646 

株式会社ファビルス 10,000 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１番１号 29,986 

医療法人藤本育成会 10,000 大分県大分市大字片島83番地の7 －

学校法人府内学園 10,000 大分県大分市金池南１丁目８番５号 －

株式会社豊後企画集団 10,000 大分県大分市高砂町１－７ 22,000 

豊洋精工株式会社 10,000 大分県国東市安岐町大添４５４番地１０ －

株式会社本多産建 10,000 大分県宇佐市大字四日市３８０の１ 40,000 

有限会社丸尾サービス 10,000 大分県大分市中央町4-1-16 帆足ビル２F －

株式会社マルショク 10,000 大分県大分市東春日町１３番１１号 1,927 

株式会社萬洋 10,000 大分県別府市石垣東二丁目10番33号 5,969 

水野一孝 10,000 大分県大分市三ヶ田町３組の１ －

ミノリ自動車販売有限会社 10,000 福岡県北九州市小倉南区湯川新町4丁目16番22号 －

株式会社明林堂書店 10,000 大分県別府市山の手町１５番１５号 －

医療法人明和会 10,000 大分県大分市桜ヶ丘七番六七号 9,000 

株式会社本村商店 10,000 大分県中津市大字犬丸字野田2187の3 －

株式会社本吉建設 10,000 大分県大分市大字片島2995番地の5 20,000 

森山喜代子 10,000 大分県日田市中城町7番25号 －

株式会社ヤクシン 10,000 大分県大分市西大道1丁目1番17号 70,000 

山﨑征市 10,000 福岡県豊前市大字赤熊８５４の１ －

山崎範子 10,000 大分県別府市大字鶴見４２４７－１３２ －

株式会社釉藍 10,000 福岡県北九州市小倉北区紺屋町11番6号 10,000 

株式会社横市組 10,000 福岡県北九州市小倉北区大田町10番27号 8,969 
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渡辺功 10,000 福岡県北九州市小倉北区下富野2－４－８ －

株式会社ワン・オフ 10,000 福岡県北九州市小倉北区足原1丁目13－2 10,000 

株式会社市原商事 8,000 大分県大分市大字迫386番地の3 80,000 

株式会社鶴翔 8,000 大分県大分市小中島三丁目5番16号 28,000 

堀正澄 8,000 大分県大分市大字上宗方８０２番地の３４９ 8,969 

株式会社松井組 8,000 大分県竹田市大字拝田原１８８番地 86,216 

医療法人優路 8,000 大分県大分市口戸５９ －

有限会社スオー電工 7,000 大分県大分市牧3丁目7番34号 7,969 

株式会社中津土建 7,000 大分県中津市大字牛神３３８－２ 2,000 

渡辺多恵子 7,000 大分県大分市津守３組 －

加藤政則 6,000 大分県大分市大字毛井296－1 5,000 

春木哲哉 6,000 大分県別府市大畑17-2 －

人見千代子 6,000 大分県大分市新川町1－10－31 －

山下雄三 6,000 大分県大分市大字常行１５８番地４ －

医療法人社団愛育会 5,000 大分県大分市大字永興149－3 －

株式会社赤嶺産業 5,000 大分県豊後大野市三重町小坂3761番地 －

株式会社アクト化成 5,000 大分県宇佐市大字南宇佐１３７６番地の２ 10,000 

朝久野浩 5,000 大分県大分市荷揚町４－２０ －

阿南文武 5,000 大分県大分市松ヶ丘２３－２５ －

安部崇 5,000 大分県大分市大字宮苑955番地の3 10,000 

天野水産株式会社 5,000 大分県佐伯市米水津大字色利浦３１２番地４ 30,000 

荒金次春 5,000 大分県別府市扇山８組５ 40,000 

安藤邦明 5,000 大分県大分市下判田つつじヶ丘205－45 －

安東修市 5,000 大分県大分市光吉台2－32 －

安東硣 5,000 大分県大分市宗方台西2-5 －

安東信代 5,000 大分県大分市大字田尻273 －

安藤久生 5,000 大分県大分市上野町１０－４６ －

安東アサヨ 5,000 大分県大分市宗方台西2-5 －

株式会社池永セメント工業所 5,000 大分県大分市大字中戸次４７６３ 66,199 

石川高次郎 5,000 大分県宇佐市安心院町下毛２２２８番地の２ －
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石本久美子 5,000 福岡県北九州市小倉南区葉山町３丁目６－１９ －

石元正治 5,000 大分県豊後高田市呉崎2722番地 －

伊藤由則 5,000 大分県日田市大字求来里445 －

今熊裕美 5,000 大分県大分市田中町１－２西C三和コーポ３０１ －

今村修一 5,000 熊本県熊本市小山５－２６－４５ －

イワオ事務機株式会社 5,000 大分県大分市古ヶ鶴2丁目2－19 15,000 

株式会社岩田材木店 5,000 大分県宇佐市院内町櫛野６４番地 －

植木哲哉 5,000 大分県大分市荷揚町１０－１０－６０１ 33,320 

上田真珠子 5,000 大分県大分市城崎町１－３－２３第６皐月１００３ 5,040 

有限会社宇佐自動車学校 5,000 大分県宇佐市大字長洲2400番地 －

宇都宮靖 5,000 大分県杵築市大字杵築１２４５番地 －

梅野眞語 5,000 大分県大分市志手1の3 －

梅野雅子 5,000 大分県大分市志手1の3 －

有限会社エス・エイ検査サービス 5,000 大分県別府市浜町3番4号 －

衛藤美根 5,000 大分県大分市庄境4－40 －

大分折込株式会社 5,000 大分県大分市王子港町１番２５号 －

大分トヨタ自動車株式会社 5,000 大分県大分市大字宮崎字口ノ坪１４２７番地の１ 84,659 

大分日産自動車株式会社 5,000 大分県大分市大字古国府字上新田１１４３番地 37,045 

大分ホーバーフェリー株式会社 5,000 大分県大分市西新地１丁目１４番１号 7,646 

大久保敬二 5,000 大分県大分市富士見が丘14-54 －

医療法人大久保病院 5,000 大分県竹田市久住町大字栢木６０２６－２ 10,000 

大関食品株式会社 5,000 大分県宇佐市大字下乙女６３８番地の１ 5,000 

大塚和代 5,000 大分県別府市亀川四の湯町１組２ －

大塚文子 5,000 大分県大分市畑中８５２－３  ドゥペール畑中６０２号 －

大野末美 5,000 大分県大分市高江中央２丁目３８－５ －

緒方豊 5,000 福岡県豊前市大字今市３５０－５ －

岡松康浩 5,000 大分県大分市大字丸亀440番地 5,000 

小串康博 5,000 大分県大分市大字森８１８番地の１３ －

小椋忠司 5,000 福岡県北九州市小倉南区沼新町3丁目11－15 －

小笹稀畏子 5,000 大分県大分市田中町7組の１ －
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小田新一郎 5,000 大分県佐伯市大字上岡３２５５－１ －

小野惠子 5,000 大分県大分市荏隈町3丁目3組 －

小畑博己 5,000 大分県津久見市大字上青江1300番地の２ －

株式会社カガシヤ 5,000 大分県大分市中央町1丁目5番3号 －

葛城ミネ子 5,000 大分県別府市御幸4組 －

加藤石油株式会社 5,000 大分県竹田市大字竹田町５６２番地 1,260 

河津美智子 5,000 大分県大分市萩原1丁目14-9 －

川面泰三 5,000 大分県宇佐市院内町小坂４４７番地 －

河野悦子 5,000 大分県竹田市大字竹田１９９８ －

川野一恵 5,000 大分県津久見市セメント町２－１ －

川野健二朗 5,000 大分県津久見市セメント町２番1号 －

河辺文生 5,000 大分県大分市顕徳町１丁目５－５－６０１ 6,000 

神田秀樹 5,000 大分県大道町５丁目６番１３号 －

有限会社杵築自動車工業 5,000 大分県杵築市大字日野２８９３番地 －

木村正人 5,000 大分県大分市大字横瀬284番地 －

九州精機株式会社 5,000 大分県大分市原川３丁目２番１号 4,323 

共同電気工事株式会社 5,000 大分県大分市大字中戸次５９３７番地 －

吉良武子 5,000 大分県豊後大野市三重町赤嶺１１１０－１ －

釘宮誠司 5,000 大分県大分市高尾台1丁目8番6号 －

工藤邦裕 5,000 大分県大分市青葉台３丁目１２－１ －

工藤佐代子 5,000 大分県大分市碩田町２丁目１－２０ －

工藤雅弘 5,000 熊本県熊本市八反田３丁目８－１７ －

有限会社工藤旅館 5,000 大分県大分市金池町１丁目１１番６号 10,000 

久保田康生 5,000 大分県佐伯市大字長良３６００ 5,000 

熊谷孝子 5,000 大分県大分市横塚２丁目４－２２ －

小出産業有限会社 5,000 大分県大分市大字太田４７２番地の１ －

株式会社コウエイ電機 5,000 大分県大分市大字下郡字丁畑3113番地の13 －

江田綾子 5,000 大分県日田市本町3-22 －

河野信之 5,000 大分県大分市つるさき陽光台8-4 －

古城雅春 5,000 大分県大分市元町4－30 －
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小谷信二 5,000 大分県大分市萩原4丁目2番7号 －

児玉美恵子 5,000 大分県佐伯市大字池田１７３６番地３４ －

株式会社古宮工業 5,000 大分県大分市大字下郡3708番地 10,000 

古宮哲也 5,000 大分県大分市賀来南1－4－1－505 －

財前啓子 5,000 大分県別府市石垣西5丁目6－3 －

斉藤千枝 5,000 大分県大分市大字古国府８－１Ａ －

酒井裕治 5,000 大分県豊後高田市玉津1329番地2 －

佐藤栄子 5,000 大分県宇佐市大字江須賀4040番地の2 －

佐藤憲三郎 5,000 大分県宇佐市大字江須賀4040番地の2 3,000 

佐藤成一 5,000 大分県津久見市地蔵町9番26号 －

佐藤隆良 5,000 大分県大分市牧上町３-１９ －

佐藤文一 5,000 大分県大分市大字下原750-2 －

佐藤譲 5,000 大分県大分市青葉台１丁目３－１３ 10,579 

株式会社サンアイ 5,000 大分県大分市向原西１丁目７番地４ 6,000 

有限会社サンクス 5,000 大分県中津市２２４８番地の２ －

有限会社三設 5,000 福岡県糟屋郡志免町大字別府字小路1060 6,050 

株式会社三想 5,000 大分県別府市石垣東3丁目3番27号 －

株式会社三宮工材 5,000 大分県大分市弁天２丁目３番１号 －

ＪＰＲＥＳＳ株式會社 5,000 大分県中津市大字角木１１２-１ －

篠田智栄子 5,000 大分県大分市森町594 3,969 

有限会社シマヤ水道工業 5,000 大分県大分市新春日町２丁目３番３１号 16,300 

首東セイ子 5,000 大分県大分市曲７組 －

首藤達雄 5,000 大分県大分市大字下戸次９７ －

城安弘 5,000 大分県大分市ふじが丘南区106-4 18,000 

株式会社白石総合コンサルタント 5,000 大分県中津市中央町１丁目２番３５号 －

白岩ヨウゾウ 5,000 大分県大分市大道町5丁目3－32 －

医療法人社団仁泉会 5,000 大分県別府市中島町14番22号 －

有限会社新和企画 5,000 大分県大分市牧３丁目５番１５号 －

親和興産有限会社 5,000 大分県大分市大在中央２－２－１１ －

管幸子 5,000 大分県大分市二又4組A －
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杉崎勝野 5,000 大分県大分市大字市８９－１ －

鋤﨑隆光 5,000 熊本県熊本市白山１丁目３番１９号 －

杉村忠彦 5,000 大分県大分市舞鶴町2－2－16 －

有限会社清翔開発 5,000 大分県大分市大在中央一丁目１１番１５号 10,000 

西武ハウス株式会社 5,000 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8番15号 5,000 

医療法人関愛会 5,000 大分県大分市大字佐賀関７５０番地の８８ －

有限会社ゼロツー 5,000 大分県大分市大字種具79番1 －

膳浩司 5,000 
熊本県熊本市島崎１丁目３－３２ アーサー島崎リベック

ス７０３号 
－

ソイテックスジャパン株式会社 5,000 大分県大分市二又7組 Kyoueiビル1Ｆ －

園田映二 5,000 大分県大分市志手3組の2 －

園田弘治 5,000 大分県大分市志手3組の2 13,969 

大徳電業株式会社 5,000 大分県大分市牧１丁目４番１３号 27,199 

大鵬興業株式会社 5,000 大分県別府市北浜2丁目1番24号 5,000 

有限会社大明 5,000 大分県大分市大字横尾３９３７番地の５ －

株式会社ダイヤモンド 5,000 大分県別府市大字鶴見103番地の3 10,000 

高橋陽郎 5,000 大分県別府市石垣東1－7－38 エスバイエル1206 －

学校法人田北学院 5,000 大分県大分市府内町2丁目5番7号 －

竹島侑子 5,000 大分県大分市口戸１８４－１１ －

株式会社竹屋本店 5,000 大分県大分市東浜２丁目７番１０号 51,135 

田崎忍 5,000 大分県大分市賀来北1丁目11-19 －

田島美子 5,000 大分県大分市二又６組のＡ －

田中常雄 5,000 大分県日田市大字高瀬986番地の1 －

田邉史朗 5,000 大分県杵築市南杵築１９２６－３ －

有限会社中央リース 5,000 大分県大分市下郡中央3丁目6番33号 －

次森彬 5,000 大分県大分市敷戸南町10番6号 －

株式会社鶴羽ブロック 5,000 大分県大分市大字片島177番地 12,704 

株式会社ディック学園 5,000 大分県大分市末広町2丁目10－24 ディック学園ビル7F －

有限会社天まで上がれ 5,000 大分県大分市都町2丁目3番5号 －

東九運輸有限会社 5,000 大分県宇佐市大字北宇佐１６１９－１ 20,969 

東伸管工株式会社 5,000 大分県大分市向原東２丁目９番１７号 4,000 
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医療法人徳和会 5,000 大分県宇佐市大字江須賀４０４６番地の１ －

株式会社友岡建設 5,000 大分県竹田市大字会々２８０８番地５ 10,000 

株式会社中嶋工業 5,000 大分県日田市大字日高3023番地6 5,000 

中園泰廣 5,000 大分県宇佐市大字四日市１２１３ 460 

中根フミヨ 5,000 大分県杵築市大字片野９６２－１ －

西枝マサ子 5,000 大分県豊後大野市三重町菅生１６６５番地 7,969 

西日本土木株式会社 5,000 大分県豊後高田市新地1071番地 －

日光工業株式会社 5,000 大分県臼杵市大字戸室917番地の1 6,000 

二豊土建株式会社 5,000 大分県中津市中殿町３丁目２４番地の１ －

丹生文雄 5,000 大分県由布市挾間町大字北方１４-２ 1,323 

野田和子 5,000 大分県大分市錦町３丁目２番１０号 3,000 

株式会社野田産業 5,000 大分県国東市安岐町塩屋２９１番地３ 18,969 

馬場將郎 5,000 大分県国東市国東町鶴川１４５６ 10,000 

疋田公雅 5,000 大分県佐伯市大字長谷４００７番地 －

姫野高則 5,000 大分県大分市大道町6丁目4の2 －

日吉一重 5,000 大分県佐伯市東町１１－２８ 4,969 

平井哲喜 5,000 大分市明野高尾3丁目12の7 10,000 

平川幹彦 5,000 大分県臼杵市大浜198 －

平沼英華 5,000 大分県大分市三川上3丁目2番2号 －

廣瀬幸一 5,000 大分県大分市大字高瀬４１６番地の１ －

福島菊雄 5,000 大分県日田市隈2丁目1-30 344 

藤井利美 5,000 大分県別府市中島町13－5－603号 －

有限会社藤野屋商店 5,000 大分県竹田市大字菅生９５３番地 －

古門正勝 5,000 大分県宇佐市大字南敷田３６６ 1,323 

坊河内宏樹 5,000 大分県大分市光吉新町6－2 7,323 

株式会社豊拓 5,000 大分県大分市大字光吉５４８番地の１ －

豊友観光開発株式会社 5,000 大分県豊後大野市三重町菅生552番地 －

堀田美恵子 5,000 大分県大分市古国府７－５ －

堀能敎 5,000 大分県別府市大字鶴見2748番地の12 －

松井宏一郎 5,000 大分県別府市青山町８番２１号 10,000 
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株式会社松田興業 5,000 大分県大分市生石４丁目１番４６号 10,500 

松田正則 5,000 大分県大分市生石４丁目１番４６号 21,315 

松村幸典  5,000 大分県豊後高田市新栄1233 －

松村精次 5,000 大分県日田市大字日高15-6 －

松本建設株式会社 5,000 熊本県下益城郡城南町隈庄５０５番地３ 27,969 

松本水産株式会社 5,000 大分県中津市５５１番地 20,000 

株式会社マリーンパレス 5,000 大分県大分市大字神崎字ウト３０７８番地の２２ 11,323 

三浦国土建設株式会社 5,000 大分県大分市大字津守60番地の1 49,520 

三浦智子 5,000 大分県別府市内竃3組3 －

三浦芳子 5,000 大分県大分市玉沢７０７－１ －

水之江洋子 5,000 大分県豊後高田市玉津846の2 －

御手洗康行 5,000 大分県大分市高江北１－１－１ －

宮崎貢 5,000 大分県日田市淡窓２丁目１番５号 －

三義智章 5,000 埼玉県さいたま市南区南浦和１丁目３２番１０号 －

森田建設株式会社 5,000 大分県宇佐市大字長洲554番地の5 23,230 

森山静夫 5,000 大分県宇佐市安心院町大字木裳１３７の１番地 －

安松アヤ子 5,000 大分県国東市国東町鶴川３４１－１番地 －

八鹿酒造株式会社 5,000 大分県玖珠郡九重町大字右田3364番地 －

有限会社柳井工業 5,000 大分県大字宮崎1196番地の23 5,000 

油布好文 5,000 大分県大分市大字杉原５２５番地 20,323 

株式会社吉田喜九州 5,000 大分県由布市挟間町三船64番地 2,000 

学校法人善広学園 5,000 大分県大分市東春日町５１番３ 11,000 

吉松勝治 5,000 大分県宇佐市大字大塚４３１番地 －

由見文典 5,000 大分県別府市石垣東5丁目1番ー18－405号 －

吉原健太 5,000 大分県別府市大字鶴見1880番地の1 －

米光眞智子 5,000 大分県豊後高田市臼野3080番地 －

株式会社読売折込広告 5,000 大分県大分市王子港町１番２５号 －

株式会社ライフクリエーション 5,000 福岡県北九州市八幡東区茶屋町5－24 －

龍南運送株式会社 5,000 大分県津久見市大字下青江3891番地 －

株式会社渡邊製作所 5,000 福岡県北九州市小倉南区石原町210番地の1 －
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株式会社石原工業 4,000 大分県大分市大字鴛野1053の1番地 20,000 

大津留重子 4,000 大分県津久見市高洲町１２－７ －

河野清 4,000 大分県大分市府内町1丁目6番36号 －

嶋川佳代子 4,000 大分県別府市上人本町５番２３号 －

古田静子 4,000 大分県臼杵市大字市浜569番地8 －

木下千代子 4,000 大分県大分市大字猪野１２９７番地の５ －

株式会社アーネスト．フジエ 3,000 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目9－7 －

赤峰数義 3,000 大分県大分市敷戸駅北町4－4 －

秋岡峰子 3,000 大分県大分市上宗方717-1-913 －

秋月計器有限会社 3,000 大分県大分市西新地１丁目２番３５号 －

秋山朋輝 3,000 大分県日田市亀山町4-15 －

穐吉隆志 3,000 
大分県杵築市大字杵築６６５－２８８ フォーブル石民１

０１号 
－

芦刈直 3,000 大分県別府市中須賀東町10-1 7,646 

安立彰 3,000 大分県国東市国見町大熊毛２２０４番地 －

安達和代 3,000 大分県大分市大手町３－８－６－８０１ －

穴井博敏 3,000 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2195番地の1 －

阿部巌 3,000 大分県臼杵市大字戸室100番地 16,261 

安部けい子 3,000 大分県大分市高崎2丁目9番17号 －

安部里子 3,000 大分県別府市実相寺3－１ －

有限会社荒金組 3,000 大分県大分市大字葛木６８６番地の３ －

安東智美 3,000 大分県大分市牧上町12－21 －

安東義則 3,000 大分県大分市牧上町12番21号 －

飯野正憲 3,000 大分県大分市大字猪野504番地63 －

家田弥久一 3,000 大分県津久見市中央町２３－５ 5,000 

井口暁野 3,000 大分県大分市玉沢１１６２－２ －

井口美恵子 3,000 大分県別府市元町9－2 7,646 

石井勇市 3,000 大分県速見郡日出町大神8094-4 －

伊勢英一 3,000 大分県大分市高崎2丁目14番6号 －

板井良助 3,000 大分県竹田市竹田町４０番地 －

伊地知睦子 3,000 大分県大分市高崎1丁目3番3号 －
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一野哲司 3,000 大分県由布市湯布院町川上781-1 －

伊藤建設株式会社 3,000 大分県中津市東本町３番地の７ 12,000 

伊東忠一郎 3,000 福岡県北九州市小倉北区高坊1－8－30 －

伊藤知子 3,000 大分県日田市東町4-33 －

伊東賢文 3,000 大分県大分市宮崎台2丁目4－50 －

稲永一洋 3,000 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵797番地３ 5,000 

有限会社稲葉機工 3,000 大分県大分市三佐５丁目９番２０号 －

井上里子 3,000 大分県大分市南春日町２番３７号 －

井原武廣 3,000 大分県玖珠郡九重町大字右田728の1 －

今川桂子 3,000 大分県大分市舞鶴町２丁目５番１２号 －

岩田浩一 3,000 大分県中津市大字野依４６８－１ －

上鍋機設工業株式会社 3,000 福岡県北九州市小倉北区今町3丁目18番22号 －

宇喜田昇 3,000 大分県大分市高城台２５－３ 20,000 

浦邊典人 3,000 大分県佐伯市東町１１番１３号 3,000 

株式会社浦松建設 3,000 大分県別府市大字鶴見4142番地の8 1,323 

漆間恭子 3,000 大分県大分市大字上宗方１５０９の２ －

漆間優三 3,000 大分県大分市大字木上４０９番地の３ －

株式会社エイエフビイ 3,000 大分県大分市生石4丁目1番20号 10,000 

株式会社エイビス 3,000 大分県大分市大洲浜1丁目4番32号 －

江尻秀作 3,000 大分県大分市大字田尻１１３２番地の１７ 5,000 

有限会社エスケイ不動産建設 3,000 大分県大分市大字畑中827番地の3 －

衛藤勇 3,000 大分県大分市大字永興１０９－５ －

衛藤孝志 3,000 大分県別府市中須賀東町7-1 －

衞藤千代子 3,000 大分県大分市大字上戸次４００３番地２ －

衛藤テルヨ 3,000 大分県大分市南太平寺2組１A  －

衛藤善博 3,000 大分県大分市津守４組 －

株式会社エフエム大分 3,000 
大分県大分市東春日町１７番１９号 ソフィアプラザビル

２Ｆ 
－

医療法人延寿会 3,000 大分県大分市大字森550－1 －

遠藤裕幸 3,000 
大分県大分市高城新町１２番－１パークサイドたかじょう 1

－１４０４号 
1,000 

株式会社大分消防防災 3,000 大分県大分市長浜町2丁目２番３２号 11,000 
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大島喜久枝 3,000 大分県由布市湯布院町川上3146-3 －

太田俊輔 3,000 大分県中津市中央町２丁目２-１９ 20,418 

株式会社太田旗店 3,000 大分県大分市府内町1丁目2番33号 21,000 

大塚一生 3,000 大分県竹田市久住町６８８３－６ －

大塚多賀 3,000 大分県大分市大字横尾3017番地の2 －

大野泰徳 3,000 大分県別府市大字東山９１８番地 1,323 

大橋誠子 3,000 大分県別府市竹の内3の2 －

大畠美津子 3,000 大分県佐伯市大字霞ヶ浦５５６－２ －

岡﨑千鶴子 3,000 大分県大分市錦町２丁目１４番１２号 －

岡崎恒子 3,000 熊本県熊本市土河原町６０７ 2,646 

小門義資 3,000 大分県豊後高田市新栄88番地 －

小川恒雄 3,000 大分県大分市碩田町１丁目３番１０号 1,000 

株式会社沖代建設工業 3,000 大分県中津市大字犬丸８４６番地の3 －

有限会社オザキエンタープライズ 3,000 大分県大分市東大道１丁目９番１５号 －

小代一生 3,000 大分県大分市大字田尻800番地の28 －

小野国廣 3,000 大分県大分市花園１７組の６ カーサー豊府２０３ －

小野才三 3,000 大分県大分市椎迫二組 －

小野末芳 3,000 大分県豊後大野市三重町川辺２０１０ －

小野隆文 3,000 大分県速見郡日出町大字川崎466番地の5 －

医療法人オムニス 3,000 大分県別府市石垣西10丁目1番17号 －

甲斐操次 3,000 大分県大分市椎迫3組 2,646 

甲斐田道代  3,000 大分県大分市光吉新町7－2－A －

甲斐範子 3,000 大分県大分市椎迫2－2 －

甲斐春男 3,000 大分県大分市椎迫3組 －

甲斐光男 3,000 大分市大字中戸次１４９９－５ 1,000 

甲斐睦子 3,000 大分県臼杵市大字海添87番地 5,000 

角康博 3,000 大分県大分市下郡南５丁目１６番１５号 －

笠木恵美子 3,000 大分県大分市大字古国府７－７ －

鹿島三枝 3,000 大分県国東市武蔵町糸原１４２７ －

株式会社カスガ水産 3,000 大分県津久見市大字千怒６１３０の１ －



 

 
ご注意：この文書は，当行が第 1 回 A 種優先株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成

されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書（その訂正事項分を含む。）及び発行登録追

補目論見書並びに参照書類をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

 

葛城日出子 3,000 大分県大分市南太平寺５組の２ －

加納柳子 3,000 大分県臼杵市大字臼杵１７－３８ －

神品尊則 3,000 大分県津久見市中央町８－１７ －

萱島圀男 3,000 大分県大分市東春日町18－12 －

萱島敬子 3,000 大分県別府市扇山20組 －

萱島健二 3,000 大分県国東市国東町鶴川１６０５の１ －

河野敦子 3,000 大分県臼杵市城北5組 －

川野浩二 3,000 大分県大分市大字永興１８３２番地 －

株式会社川野総合土木 3,000 大分県豊後大野市三重町菅生1番地１５４ －

河野博 3,000 
大分県大分市大字三芳９９９番地の５ ブリッジタウン城

南２０３ 
－

河野博士 3,000 大分県大分市大道町4丁目3番11号 ツカサアーバン710 －

川野光男 3,000 大分県大分市大字葛木856の5番地 －

河村貴雄 3,000 大分県別府市荘園6－4 6,323 

有限会社川村鉄工所 3,000 大分県大分市向原西１丁目４番７号 －

有限会社元相 3,000 大分県別府市石垣東7丁目3－2 6,000 

木岐美由紀 3,000 大分県大分市大字三芳７５８－７ －

菊池建設株式会社 3,000 大分県中津市三光原口５９８番地２ －

木高淳子 3,000 福岡県築上郡上毛町大字原井84-2 －

木田重機興業有限会社 3,000 大分県大分市向原沖３丁目２番２４号 －

北野博 3,000 大分県速見郡日出町大神4625-3 －

岐部近義 3,000 大分県玖珠郡玖珠町大字山田2263 －

株式会社木村コーポレイション 3,000 大分県杵築市大字溝井１６０９番地 －

有限会社九州電設 3,000 大分県津久見市地蔵町１１の７ 5,000 

九州道路施設株式会社 3,000 大分県中津市大字永添２７５１番地の８１ －

吉良忠久 3,000 大分県別府市石垣東5丁目3－12 －

桐井カナ子 3,000 大分県大分市大字森584-2 －

釘宮由美 3,000 大分県大分市ふじが丘南区203-11 －

櫛山一明 3,000 大分県玖珠郡九重町大字町田3228番地の30 －

工藤厚憲 3,000 大分県竹田市荻町西福寺６１３８番地 －

工藤英二 3,000 大分県大分市府内町1丁目5番3号 7,366 



 

 
ご注意：この文書は，当行が第 1 回 A 種優先株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成

されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書（その訂正事項分を含む。）及び発行登録追

補目論見書並びに参照書類をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

 

工藤幸子 3,000 大分県大分市大石町5丁目1-A －

工藤昭二 3,000 大分県速見郡日出町藤原7886 －

久保清治 3,000 大分県宇佐市大字南宇佐１６２３ －

久保隆一 3,000 福岡県北九州市小倉北区日明3－3－9－602 －

黒江桂子 3,000 福岡県築上郡上毛町大字下唐原８１５ －

黒川春江 3,000 大分県大分市緑ヶ丘4丁目31-12 －

有限会社敬山 3,000 大分県大分市三佐５丁目２番１３号 －

有限会社元気なエンターテイメン
ト 3,000 大分県大分市花津留1-14-17 －

神慶子 3,000 大分県大分市富士見ヶ丘東３－１９－５ －

郷司健次 3,000 大分県大分市大字小野鶴１８６５番地の９ 40,429 

株式会社後藤工務店 3,000 大分県別府市光町7番26号 －

後藤貞子 3,000 大分県由布市庄内町庄内原95－1 －

後藤二三子 3,000 大分県大分市ふじが丘山手区３１８の９ 9,000 

後藤裕子 3,000 大分県大分市大字鴛野７８６番地の１ －

小仲英雄 3,000 大分県大分市賀来北２丁目６－６ －

株式会社コバヤシ 3,000 大分県大分市中央町2丁目7番28号 10,000 

小林達也 3,000 大分県大分市中島西１丁目２－１７ 14,230 

古原才子 3,000 大分県大分市大字荏隈1423番地 10,000 

小松宗資 3,000 
大分県大分市大字乙津７２番地の３ ライフメゾン乙津７

０５ 
－

斎藤智 3,000 大分県別府市堀田4組 30,907 

株式会社ザイナス 3,000 大分県大分市東春日町17番20号 －

坂田弘子 3,000 大分県国東市国東町田深１５３５番地１ －

阪本眞代 3,000 大分県大分市公園通り３丁目１２－４ －

桜井安喜子 3,000 大分市光吉新町８組 －

有限会社佐古鉄工所 3,000 大分県大分市大字勢家春日浦八四三番地の六七 －

佐藤敦子 3,000 大分県大分市宗方台東５－６ －

佐藤和代 3,000 大分県大分市明野東２－１１－１ －

佐藤省司 3,000 大分県別府市鶴見7-2 －

佐藤朋子 3,000 大分県別府市新別府２の２ －

佐藤ヒデ子 3,000 大分県豊後大野市三重町松尾３２１１ －
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佐藤秀彦 3,000 大分県由布市湯布院町下湯平3197 －

佐藤裕俊 3,000 大分県別府市大字亀川1669番地の1 －

佐藤淑子 3,000 大分県大分市中戸次４４９４－５ －

佐野真津子 3,000 大分県別府市鉄輪東１０組６ －

三光建設工業株式会社 3,000 大分県別府市末広町4番5号 12,000 

株式会社山十貿易 3,000 福岡県北九州市小倉南区田原新町2丁目10－15 10,000 

シェーンバウアー栄子 3,000 大分県中津市大字大悟法776番地の1 －

有限会社しのざき 3,000 大分県別府市上人南町１１組 －

篠田正治 3,000 大分県大分市長浜町３丁目５番８号 3,000 

柴田恵津子 3,000 大分県大分市光吉新町2-2組-C －

株式会社下川薬局 3,000 大分県佐伯市葛港４番１６号 －

首藤栄治 3,000 大分県大分市下戸次７４６番地 －

庄司勘一 3,000 大分県大分市牧1丁目11番2号 10,000 

荘司順子 3,000 大分県大分市中央町2丁目3番7号 23,969 

白石洋二郎 3,000 大分県玖珠郡玖珠町帆足2727－1 －

白根茂昭 3,000 大分県大分市大字上宗方１２１８－１ －

株式会社新栄精工 3,000 福岡県筑紫野市大字山家3730番地の33 －

進藤充啓 3,000 大分県豊後大野市緒方町馬背畑１９８４ 24,280 

有限会社新原商事 3,000 大分県大分市大字中尾1489番地の19 －

末松新司 3,000 大分県大分市大道町2丁目7番21号 －

清家石油株式会社 3,000 大分県速見郡日出町２２９９番地の１ －

千壽健夫 3,000 大分県別府市大字鉄輪559番地の1 －

園田郁敏 3,000 大分県大分市季の坂3－2－5 63 

園田勝一 3,000 大分県大分市東春日町２番１２号 1,323 

園田たか子 3,000 大分県大分市府内町１－３－１ －

園田正美 3,000 大分県大分市志手1組の1 1,758 

園田保博 3,000 大分県大分市大字永興184番地の3 －

大成工業株式会社 3,000 大分県佐伯市東町１６番２２号 －

大成地所有限会社 3,000 大分県大分市下郡北２丁目３番５２号 －

株式会社ダイトー 3,000 大分県豊後大野市三重町秋葉１３５３番地２ －
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ダイヤ電子応用株式会社 3,000 福岡県北九州市小倉南区守恒2丁目13番2号 －

髙木和憲 3,000 熊本県宇城市小川町新田出201 －

高倉美千代 3,000 大分県大分市王子西町3－22 －

髙野太吉 3,000 大分県佐伯市内町８－１１ 5,000 

髙橋水産株式会社 3,000 大分県佐伯市米水津大字宮野浦２１番地1 －

髙橋哲哉 3,000 大分県国東市国東町北江３７２９－１ －

高橋正人 3,000 大分県臼杵市城北3組 －

髙橋八代美 3,000 大分県杵築市大字守江３７４２－９１ －

株式会社高山組 3,000 大分県竹田市大字拝田原６０８番地 6,000 

武内房江 3,000 大分県日田市玉川3丁目648-7 －

竹尾修 3,000 大分県大分市東野台2－3－1 －

竹田政弘 3,000 大分県大分市岡１５組 －

田添正子 3,000 熊本県熊本市八王寺町３６－３１号 －

立花旦子 3,000 大分県大分市南生石東5-2 －

立花糧販株式会社 3,000 福岡県北九州市小倉南区沼南町1丁目16番26号 8,969 

立川光一 3,000 大分県別府市若草町3－34号 －

伊達 茂美 3,000 大分県大分市元町４番３０号  古城一六様方 －

伊達美行 3,000 大分県大分市横瀬332番地 －

田中一彦 3,000 大分県大分市牧１丁目６-１4 －

田中新太郎 3,000 大分県佐伯市駅前２丁目４番１３号 5,000 

玉井登志子 3,000 大分県大分市大字中戸次１４５７番地 －

田村建設株式会社 3,000 大分県中津市大字上宮永５１番地 52,142 

長益悦 3,000 大分県玖珠郡玖珠町帆足232の8 －

塚本小春 3,000 大分県別府市上人本町１４番２号 －

津久見砿運株式会社 3,000 大分県津久見市小園町1番29号 －

坪根光宏 3,000 
大分県中津市中殿町３丁目２８番地の１２センチュリーグ

ランデ７０５号 
－

有限会社ティーアイコーポレーシ
ョン 3,000 大分県津久見市徳浦本町２－１６ －

株式会社展商 3,000 大分県大分市向原西１丁目７番１７ －

有限会社土居燃料 3,000 大分県竹田市大字挟田６７０ －

藤武産業株式会社 3,000 福岡県福岡市博多区東光2丁目17番17－205号 －
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道路サービス株式会社 3,000 大分県大分市大字曲1130番地の1 24,000 

富川祐子 3,000 大分県大分市豊町1－４－１１ 10,000 

利根 幸雄 3,000 大分県大分市古国府４１６－２ セゾン古国府７０１ －

鳥羽三枝子 3,000 大分県大分市寿町１０－１９プリオール鳥羽４０３号 －

友永俊子 3,000 大分県竹田市竹田２７３８－４ 19,678 

豊島宏子 3,000 大分県大分市ふじが丘山手区432-1 －

有限会社トランスネットワーク 3,000 大分県大分市東大道2丁目4番33号 －

内藤幸子 3,000 大分県大分市大字羽田３９４番地の３ －

中井浩二 3,000 大分県別府市朝見1－3－16 －

中島眞子 3,000 大分県大分市南王子町２丁目８組の１ －

中西正一 3,000 大分県別府市新別府5-2-2 －

仲町敏生 3,000 大分県大分市顕徳町３丁目３番２０号 －

永松和夫 3,000 大分県別府市北中7組1 －

中村憲一 3,000 大分県大分市大字三佐６４９－１ －

浪ノ江一馬 3,000 大分県国東市国東町来浦２３１７番地２ －

西村タエ子 3,000 熊本県熊本市中唐人町１７ 2,646 

有限会社野上 3,000 大分県大分市都町4丁目3番3号 －

野上寿美子 3,000 大分県速見郡日出町大字豊岡6100番地の227 －

野尻源二 3,000 大分県大分市大字中戸次１２６１－７４ －

有限会社野津原タクシー 3,000 大分県大分市賀来南1丁目1番22号 5,000 

野々上俊雄 3,000 大分県佐伯市大字長良２４２７番地 －

野村政一 3,000 大分県別府市石垣西2－1－49－605 5,000 

長谷川雅子 3,000 大分県中津市大字大悟法４９７－５ －

秦健史 3,000 福岡県福岡市中央区平尾1丁目1018 1502号 20,000 

羽田野カヨ子 3,000 大分県豊後大野市三重町小坂３９６９の６３ －

秦野元記 3,000 大分県大分市大字横瀬298番地 －

有限会社ハニービル 3,000 大分県大分市大道町3丁目3番15号 －

株式会社羽野住建 3,000 大分県大分市大字田尻900番地の34 －

馬場キミ子 3,000 大分県大分市畑中3-1 －

浜辺幹雄 3,000 大分県国東市国東町富来浦１０９２番地 －
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東九州設計工務株式会社 3,000 大分県大分市大津町１丁目２番２１号 42,223 

日野宇太郎 3,000 大分県大分市南津留16番4号 6,000 

日野立明 3,000 大分県玖珠郡九重町大字右田596－1 10,000 

姫野恵理 3,000 大分県大分市三川上４－６－２７ －

姫野セツ子 3,000 大分県大分市大在中央２丁目３番４２号 5,000 

有限会社日向観光フーズ 3,000 大分県大分市牧2丁目257番地 21,000 

平居千泳子 3,000 大分県大分市敷戸台２-２-２３ 3,969 

平口幸二 3,000 福岡県北九州市小倉北区篠崎3－16－8－901 －

平嶋和磨 3,000 大分県大分市大字上宗方1574の15 －

平野實吉 3,000 大分県竹田市大字会々２６１７の１ 10,000 

平山敦士 3,000 大分県大分市横瀬４７６－５ －

廣岡修一 3,000 大分県杵築市大字杵築１４２番地の１ －

株式会社フォーシーズン 3,000 大分県大分市新栄町13番1号 －

深江俊三 3,000 大分県津久見市宮本町9番19号 －

深江孝雄 3,000 大分県津久見市大友町7番3号 －

福寿巌 3,000 大分県国東市武蔵町古市９７－１番地 2,646 

福田吉男 3,000 大分県別府市石垣西8丁目1－20 －

株式会社藤崎建設 3,000 大分県大分市大字荏隈1194番地 9,323 

藤田博子 3,000 大分県臼杵市野津町大字西畑675番地 －

古本義明 3,000 大分県大分市賀来北1丁目9-32 －

フレンド産業有限会社 3,000 大分県杵築市大字守江４７７４番地 －

株式会社豊後 3,000 大分県臼杵市野津町大字吉田１１２７番地の３ －

フンドーキン醤油株式会社 3,000 大分県臼杵市大字臼杵501番地 15,046 

株式会社別大補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 3,000 大分県大分市生石港町2丁目7番16号 20,000 

株式会社別府計算センター 3,000 大分県別府市北浜2丁目６番10号 －

有限会社別府土地建物 3,000 大分県別府市中央町1番34号 5,000 

豊洋電気工事株式会社 3,000 大分県大分市金谷迫207番地 －

豊和産業株式会社 3,000 大分県大分市大字上宗方１６１０番地の６４ 5,000 

堀池嘉正 3,000 大分県国東市国東町田深819番地 －

本多久美 3,000 大分県国東市安岐町塩屋１３２２－４ －
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牧酒販株式会社 3,000 大分県大分市千代町4丁目1番16号 1,323 

松が丘電器株式会社 3,000 大分県大分市大字小野鶴１７８４番地の９ 10,830 

松葉房子 3,000 大分県別府市扇山町13－4 －

松本守 3,000 熊本県熊本市山室１丁目１２－６ 5,040 

丸尾啓介 3,000 大分県別府市大字鶴見4518番地の2 1,000 

株式会社マルタケ 3,000 大分県大分市都町2丁目5番13号 20,000 

丸山孝彦 3,000 大分県佐伯市大字戸穴２７３番地の１ －

丸山玉子 3,000 大分県佐伯市大字戸穴２７３番地の１ －

見明敏子 3,000 大分県大分市大字本神崎４３８の６ －

溝部定幸 3,000 大分県臼杵市大字佐志生2901番地 15,000 

御手洗友子 3,000 大分県大分市高江北1丁目1-1 10,000 

株式会社美松コーポレーション 3,000 大分県大分市中春日町5番17号エンブレム春日902号 －

宮家尚雄 3,000 大分県大分市久原中央２丁目１－２６ －

宮﨑和幸 3,000 
大分県大分市城崎町3丁目3－６エイルマンション城崎８０

２ 
－

宮永智枝 3,000 大分県大分市光吉新町4組 －

宮本尊裕 3,000 大分県大分市大在浜二丁目二番二九号 －

宮本令子 3,000 大分県大分市高城本町１-３７グランドパレス高城３０１ －

宮脇友子 3,000 大分県別府市古市町35組 －

宗教法人妙徳寺 3,000 大分県杵築市大字南杵築３７２ －

株式会社村上利吉商店 3,000 大分県大分市豊海３丁目２番１号 －

村田美惠 3,000 大分県大分市都町2丁目3の26 －

株式会社明文堂印刷 3,000 大分県大分市長浜町1丁目2-2 －

毛利好恵 3,000 大分県別府市明礬２組 －

望月丈子 3,000 大分県大分市大字家島1206番地1 －

元永安行 3,000 大分県国東市武蔵町古市291-1 －

株式会社森組 3,000 大分県竹田市大字飛田川２１１５番地３ 20,000 

森今朝義 3,000 大分県大分市山津町2丁目5－18 －

森田五月夫 3,000 大分県大分市高江中央１丁目３４番地１号 －

森本米子 3,000 大分県大分市上野南８－２ －

矢頭土木有限会社 3,000 大分県中津市大字福島２２９５番地の２ 260 
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安森正裕 3,000 大分県別府市上人仲町６－７ －

矢田詔之 3,000 大分県別府市石垣西5丁目3－5 －

薮英明 3,000 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦３００９番地２ －

山上啓仁 3,000 大分県臼杵市福良2430番地の１ －

山口貢 3,000 大分県佐伯市常盤東町３－１４ －

山崎百合子 3,000 大分県大分市大字野津原589 －

山田孝男 3,000 大分県別府市上人仲町3の12 －

株式会社山彦 3,000 大分県大分市豊海3丁目1994番地の245 －

山久工業株式会社 3,000 大分県宇佐市院内町副１２４４番地の１ 10,000 

山本シズヱ 3,000 大分県別府市野口元町3の6ダイカンプラザ705号 －

山本貴子 3,000 大分県佐伯市蒲江大字浦蒲江２２１１－４ －

山本初雄 3,000 大分県宇佐市四日市3085-1 日興アパート202 －

横川誠二 3,000 大分県杵築市大字宮司713番地3 －

吉岡正明 3,000 大分県大分市大字市653番地の103 －

吉岡百合子 3,000 大分県宇佐市大字石田１６－８ －

有限会社芳崎鉄筋 3,000 大分県大分市大字曲408番地の1 －

吉武正雄 3,000 大分県国東市国東町鶴川２３８－１ 36,956 

吉田順一 3,000 大分県宇佐市大字松崎1932 －

吉田盛治 3,000 大分県由布市挟間町古野1106-17 －

吉谷鈴代 3,000 大分県大分市星和台2丁目11番13号 －

吉田真美 3,000 大分県大分市中津留1丁目6番26号 －

吉村博代 3,000 熊本県上益城郡益城町古閑７０－１５ －

株式会社ラビットハウス 3,000 大分県大分市大字駄原1745番地の1 2,000 

有限会社里邦友 3,000 大分県中津市大字大貞辛無３７１－３７７ －

若杉ハツエ 3,000 大分県大分市三ヶ田町6組 －

若林哲夫 3,000 大分県臼杵市新地10組 －

和田照芳 3,000 大分県大分市三川下３丁目６-４ 1,323 

渡辺公明 3,000 大分県玖珠郡玖珠町大字山浦杉河内806 －

渡部隆 3,000 大分県大分市田尻グリーンハイツ西区4-53 1,000 

渡辺武夫 3,000 大分県玖珠郡玖珠町塚脇488－1 －
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(19)  そ の 他 

本Ａ種優先株式にかかる発行登録については、平成18年７月８日に証券取引法上の効力が発生してい

る。 

 

[ご参考] 

１． 今回の増資による発行済株式総数の推移 

 増資前の 

発行済み株式総数 

（平成18年8月11日現

在） 

増資による 

増加株式数 

増資後の 

発行済株式総数 

普通株式 59,444,900株 ―  59,444,900株 

Ａ種優先株式 ―  6,000,000株 6,000,000株 

Ｂ種優先株式 ―  3,000,000株 3,000,000株 

合計 59,444,900株 9,000,000株 68,444,900株 
 

２． 増資の理由及び資金使途等 

 (1)  増資の理由       自己資本の充実を図るためであります。 

 (2)  資金使途        運転資金に充当する予定であります。 

 (3) 業績に与える見通し   本件による今期の業績予想の変更はありません。 
 

３． 株主への利益配分等 

 (1) 利益配分に関する基本方針、内部留保資金の使途 

当行は、毀損した自己資本を早急に回復させ、株主・取引先からの信頼の回復と経営基盤の安定

を図ることが喫緊の課題と考えております。このため、十分な自己資本が確保できるまでは社外流

出を抑制させていただき、内部留保の充実を図ってまいります。 

 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

上記方針に沿って、普通株式については、誠に遺憾ながら平成20年3月期までは配当を見送ら

せていただく方針です。なお、平成20年9月期より復配を予定しております。 

 

    ４．過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンス 

     (1) エクイティ・ファイナンスの状況 

        過去３年間にエクイティ・ファイナンスは実施しておりません。 
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(2) 過去３決算期及び直前の株価等の推移 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 
平成19年3月期

（注）1 

始値 450円 450円 459円 347円 

高値 452円 450円 459円 355円 

安値 425円 430円 300円 194円 

終値 450円 449円 345円 210円 

株価収益率

（注）2 
73.6倍 ―倍 ―倍 

 

       (注) 1. 平成19年3月期の株価については、平成18年8月10日現在で表示しています。 

          2. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純利益で除した数値

です。なお、当期純損失が計上されている事業年度については算出しておりません。 

 

    

以 上 

 

 

 

本件に関する問合せ先  経営管理部 高橋、税所
さいしょ

 ＴＥＬ（０９７）５３４－２６０８ 
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	　出資関係(平成18年3月31日現在)
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　148,648株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　145,530株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	三和酒類株式会社
	割当株数
	300,000株
	払込金額
	300,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県宇佐市大字山本2231番地の1
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役　赤松健一郎
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	1,000百万円
	　事業の内容
	酒類製造業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	赤松本家酒造株式会社　　　　　　　(25.0%)
	有限会社熊埜御堂酒屋　　　　　　　(25.0%)
	有限会社和田酒屋　　　　　　　　　(25.0%)
	有限会社豊国屋　　　　　　　　　　(25.0%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　147,230株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	二階堂酒造有限会社
	割当株数
	300,000株
	払込金額
	300,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県速見郡日出町2849
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　二階堂雅士
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	8百万円
	　事業の内容
	酒類製造業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	　―
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	―　株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社テレビ大分
	割当株数
	100,000株
	払込金額
	100,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市春日浦843番地25
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　結城宣孝
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	500百万円
	　事業の内容
	民間放送業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	関西テレビ放送株式会社　　　　　　(19.9%)
	株式会社讀賣新聞大阪本社　　　　　(19.9%)
	株式会社西日本新聞社　　　　　　　 (5.9%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　 50,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　125,830株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	日本生命保険相互会社
	割当株数
	100,000株
	払込金額
	100,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大阪府大阪市中央区今橋3-5-12
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　岡本圀衞
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	　―
	　事業の内容
	生命保険業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	　―
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　1,666,700株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	学校法人文理学園
	割当株数
	100,000株
	払込金額
	100,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市大字一木1727番地162
	　代表者の役職・氏名
	理事長　菅幸雄
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	　―
	　事業の内容
	学校法人
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	　―
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	　―　株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社大分放送
	割当株数
	70,000株
	払込金額
	70,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市今津留3丁目1番1号
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　首藤伊佐樹
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	260百万円
	　事業の内容
	民間放送業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	大分県　　　　　　　　　　　　　　(12.3%)
	有限会社大分合同新聞社　　　　　　 (9.7%)
	財団法人大分放送文化振興財団　　　 (8.8%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　18,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　32,600株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金・融資等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	綜合警備保障株式会社
	割当株数
	60,000株
	払込金額
	60,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	東京都港区元赤坂1-6-6
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　村井温
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	17,830百万円
	　事業の内容
	警備業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	村井恒夫 　　　　　　　　　　　　　　(8.9%)
	綜合商事株式会社 　　　　　　　　　　(7.3%)
	綜合警備保障従業員持株会　　　　　　 (5.9%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　204,580株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社東部開発
	割当株数
	60,000株
	払込金額
	60,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市大字迫字丸山658番地の1
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役　首藤聖司
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	50百万円
	　事業の内容
	産業廃棄物収集運搬処理業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	首藤有　　　　　　　　　　　　　　　(98.0%)
	首藤正成　　　　 　　　　　　　　　　(1.2%)
	首藤富士夫　　　　　　　　　　　　　 (0.6%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在)
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　66,646株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金・融資等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	有限会社大分合同新聞社
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市府内町3丁目9番15号
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　長野健
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	10百万円
	　事業の内容
	報道・新聞出版業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	―
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	　―　株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社オーシー
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県大分市末広町2丁目3番28号
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　野々下俊昭
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	200百万円
	　事業の内容
	総合信販業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	オーシー社員持株会 　　　　　　　　 (12.5%)
	株式会社大分銀行 　　　　　　　　　　(4.5%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　 14,500株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　126,646株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金・融資等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社熊本ファミリー銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	熊本県熊本市水前寺六丁目29番20号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　河口和幸
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	34,262百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	普通株式
	株式会社みずほコーポレート銀行 　 　 (6.3%)
	東京海上日動火災保険株式会社 　　　　(3.3%)
	日本生命保険相互会社　　　　　 　　　(2.3%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　1,950,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　1,737,300株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社佐賀共栄銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	佐賀県佐賀市松原四丁目2番12号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　山本孝之
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	2,100百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	松尾建設株式会社 　　　　　　　　 　 (5.9%)
	株式会社西日本シティ銀行 　　　　　　(5.3%)
	株式会社みずほコーポレート銀行 　　　(4.8%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　567,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　582,000株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社ソノヤ
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	大分県中津市1723番地の1
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役　山下利明
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	20百万円
	　事業の内容
	衣料品小売業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	―
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　65,000株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金・融資等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	トッパンフォームズ株式会社
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	東京都港区東新橋1丁目7番3号
	　代表者の役職・氏名
	代表取締役社長　秋山正法
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	11,750百万円
	　事業の内容
	総合印刷業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	凸版印刷株式会社　　   　　　　 　(58.6%)
	日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社　　(3.5%)
	日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 　　　(2.0%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	　―　株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　40,000株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　預金等
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社長崎銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	長崎県長崎市栄町3番14号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　高田浩司
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	9,119百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	株式会社西日本シティ銀行　　　　 　(84.4%)
	株式会社あおぞら銀行　 　　　　　　(0.9%)
	日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口4)　　　(0.9%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　150,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　114,500株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社福岡中央銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	福岡県福岡市中央区大名二丁目12番1号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　田中克佳
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	2,500百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	株式会社福岡銀行　　　　　　　　 　 (9.1%)
	株式会社西日本シティ銀行　　　　　　(4.8%)
	株式会社宮崎太陽銀行　　　　 　　　(4.7%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　1,074,380株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　1,313,080株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社南日本銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	鹿児島県鹿児島市山下町1番1号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　森俊英
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	9,101百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	株式会社みずほコーポレート銀行　 　 (4.9%)
	財団法人岩崎育英奨学会　　 　　　　(2.9%)
	明治安田生命保険相互会社　　 　　　(2.8%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　1,248,000株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　1,251,169株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	 
	割当予定先の氏名又は名称
	株式会社宮崎太陽銀行
	割当株数
	50,000株
	払込金額
	50,000,000円
	割当予定先の内容
	　住所
	宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号
	　代表者の役職・氏名
	取締役頭取　宮田穂積
	　資本の額(平成18年3月31日現在) 
	5,752百万円
	　事業の内容
	銀行業
	　大株主及び持株比率(平成18年3月31日現在)
	富士火災海上保険株式会社　　　　 　 (3.0%)
	株式会社西日本シティ銀行　　　　　　(3.0%)
	東京海上日動火災保険株式会社 　　　(2.8%)
	当銀行との関係
	　出資関係(平成18年3月31日現在) 
	　　当銀行が保有している割当予定先の株式の数
	普通株式　1,170,050株
	　　割当予定先が保有している当銀行の株式の数
	普通株式　1,243,677株
	　取引関係等
	営業取引　　　　　　　　　　　該当事項なし
	営業取引以外の取引　　　　　　該当事項なし
	人的関係　　　　　　　　　　　該当事項なし
	当該株券の保有に関する事項
	該当事項なし
	割当株数50,000株未満の割当予定先は、以下のとおりであります。　　　　　　　　　（単位：株）

