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平成 19 年４月 20 日 

各 位 

会社名  株式会社  豊和銀行 

代表者名 取締役頭取 梛原憲治 

（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） 

 

弊行の企業価値最大化に向けた抜本的な不良債権処理の実施 

並びに業績予想及び配当予想の修正について 

 

平成 18 年 11 月 22 日の中間決算発表時に公表しました平成 19 年 3 月期（平成 18 年 4 月 1日～

平成 19 年 3 月 31 日）の業績予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

豊和銀行の企業価値を高め、同時に、取引先企業の再生支援を強力に推進するためには、新た

なスキームの活用等による抜本的かつ早急な不良債権処理を進める必要があるとの方針のもと、

先般民事再生手続き開始申立を行った株式会社司建設に対する貸倒引当金の計上に加えて、再生

可能性を第一に考え、大口問題先を前倒し処理するとともに、企業再生ファンド等の活用に伴う

再生コストを織り込んだ引当の強化を行った結果、予想を大幅に上回る与信関連費用を計上する

ことになりました。 

このため、平成 19 年 3 月期は大幅な最終損失となる見込みであり、昨年、地元お取引先を中心

にお引き受けいただいた 60 億円、西日本シティ銀行を引き受け先とした 30 億円、金融機能強化

法に基づく公的資金 90 億円の各優先株につきましては、誠に遺憾ながら配当を見送らせていただ

くことと致しました。 

この度の措置は、取引先企業の再生を第一に考えつつ、弊行が不良債権問題から真に決別し今

期以降の安定した財務基盤を確保するためにとりうるべき最良の手段と確信しておりますが、そ

のために優先株式の配当を見送るという事態を招いたことに対し、経営として真摯に受け止める

とともに、株主の皆様に深くお詫び申し上げます。 

なお、今回の業績下方修正は、昨年 10 月に公表した「経営強化計画」に織り込んだ向こう 3 年

間の大口問題先の処理を一気に前倒しするものであり、経営強化計画（21 年 3 月期における数値

目標の達成）は確実に履行いたします。 

他方、弊行では、真に過去との決別を図るべく、外部の専門家等で構成する「経営責任究明特

別委員会」の調査報告を受け、旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟を、本日、大分地方裁判所に

提起し、不良債権を著しく増大させた旧経営陣の責任追及の姿勢を明らかにしたところです。 

弊行は今後さらに地元への円滑な資金供給や各種サービスの提供を適切にかつ継続して行い、

地域経済の発展に貢献してまいります。そして、地域社会に真に必要とされる銀行を目指し全役

職員が一丸となって業績向上に取り組んでいく所存ですので、引き続き弊行に対する変わらぬご

支援お引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 
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記 

 

１．抜本的な不良債権処理の実施 

資産の健全化に向けては、金融機能強化法に基づく国による資本参加を受けたことの意義と責

任の重みを十分に認識するとともに、地域金融機関である弊行の使命を果たすためにも、過剰債

務、業況不振等の問題を抱えている大口問題先を含めた取引先の再生可能性を最大化することを

第一に考え、下記の方針に基づき取り組みます。 

 

（1）再生支援の基本的考え方 

再生支援に関しては、将来考えうる利益圧迫要因を極力排除することを基本方針とし、要管

理先、破綻懸念先の個別企業毎に再生方針、スキームを決定し、ランクアップの実現に向けて推進を

強化して参ります。 

 

（2）再生支援の実施方針 

この基本的考え方に沿って、より具体的な再生支援手法として、各種ファンドスキーム等の

活用を検討しています。また、民間コンサルティング会社とアドバイザリー契約を締結してお

り、専門家のアドバイスを受けることで個別案件の再生支援策に係る透明性の確保も図ってい

く方針です。 

再生支援を進めるなかで、債権放棄やＤＤＳ、ＤＥＳ等の金融支援策も検討してまいります。 

 

（3）企業再生に向けた将来リスクへの一層の引当強化 

前記の方針に従い、弊行は企業再生について外部のノウハウを包括的に導入することとし、

整理回収機構（ＲＣＣ）の「管理型ファンドスキーム」(別紙１)、及び、あおぞら銀行グルー

プとの業務提携による「事業再生型ファンドスキーム」(別紙２)等を積極的に活用し、取引先

企業の早期再生に向けた支援を一層強化することと致しました。弊行としましては、これによ

って地域経済の活性化に貢献できると同時に、弊行の企業再生手法の高度化、多様化につなが

るものと考えています。 

これらのファンドスキームに拠る場合は、弊行の貸出債権はファンドに譲渡され、その結果、

以降の業況悪化に伴う追加コストの負担リスクを回避できることになります。 

経営強化計画では、平成 20 年度、21 年度とも貸出先の予測できない業況悪化のリスクをカ

バーするための追加コストを年次毎に見積もり、それを織り込んだものとなっています。 

この度の措置は、同計画策定時以降の地域経済を取り巻く環境変化にいち早く対応するとと

もに、債務者より再提出を受けた再建計画の内容を可能な限り反映させるため、経営強化計画

期間中に織り込んだ貸倒引当金等の処理コストを一気に前倒し処理するものです。その結果、

信用コストが大幅に増加（約 102 億円）することとなりました。 

前年度決算において多額の引当金を積み増しし、大幅な赤字決算を余儀なくされましたが、

今般、株式会社司建設に対する追加引当に加えて、新たなスキーム採用による追加引当が必要

となりましたことを何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。 
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（4）持続的な黒字経営への体質転換 

この度の措置は、貸出資産の健全化を図り、不良債権問題から真に決別し、今期以降の安定

的な財務基盤を確保するために、将来リスクへの引当強化を図ったものであり、執りうるべき

最良の手段であるものと確信致しております。 

また、この度の不良債権処理促進で、持続的な黒字経営への体質転換が図れるものと考えて

います。 

 

（5）金融再生法基準に基づく開示債権見込 

（単位：百万円、％） 

債務者区分 平成 18 年 3 月期 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 3 月期 比較（年間増減）

破産更生債権 10,835 15,689 25,623 14,788

危険債権 25,681 29,350 15,160 ▲10,521

要管理債権 11,273 11,796 10,435 ▲838

正常先債権 327,679 307,778 309,747 ▲17,932

総与信 375,470 364,615 360,966 ▲14,504

開示債権 47,790 56,836 51,219 3,429

開示債権比率 12.72 15.58 14.18 1.46

 

２．平成 19 年３月期業績予想並びに配当予想の修正 

（1）平成 19 年 3 月期業績予想 

以上の結果を受けまして、平成 19 年３月期の通期業績予想を以下のとおり修正致します。 

①連結業績 

（単位：百万円、％） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 13,600 1,200 1,200

今回修正予想（Ｂ） 13,800 ▲6,800 ▲7,700

増減額（Ｂ－Ａ） 200 ▲8,000 ▲8,900

増減率（％） 1.47 － －

参考（前期実績） 15,592 ▲12,724 ▲15,399

 

②単体業績 

（単位：百万円、％） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 13,200 1,200 1,200

今回修正予想（Ｂ） 13,400 ▲6,800 ▲7,700

増減額（Ｂ－Ａ） 200 ▲8,000 ▲8,900

増減率（％） 1.51 － －

参考（前期実績） 15,202 ▲12,762 ▲15,414
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（2）平成 19 年 3 月期の期末配当予想（１株当り） 

期末配当につきましては、誠に遺憾ながら、いずれの優先株式につきましても無配とさせて

いただきます。なお、普通株式の配当は引き続き無配となります。 

種別 前回予想 今回予想 

普通株式配当金 － － 

Ａ種優先株式配当金 20.7 円 － 

Ｂ種優先株式配当金 4.7 円 － 

Ｃ種優先株式配当金 5.2 円 － 

※自己資本比率については、銀行単体で 6.8％前後と見込んでおります。 

 

３． 収益力強化に向けた取組みの推進 

今後の収益力強化に向けて、以下のような取組みを推進してまいります。 

（1）地域社会に対する使命達成に向けた「経営強化計画」の着実な実践 

弊行では昨年 10 月に発表した「経営強化計画」に沿って、新たな経営理念に則り、ガバナン

スの強化及び法令遵守体制の強化に基づいた「責任ある経営体制」の確立によって、抜本的な

経営体質の改革を行うべく取り組んでまいりました。 

弊行は、地域社会に対する使命達成に向け、引き続き「経営強化計画」を着実に実践してい

くこととしておりますが、今般、更に、西日本シティ銀行から法人取引分野における先進

的なノウハウの提供や更なる人材の招聘など、業務提携をより一層強化することを予定し

ており、同行の協力も得て、「経営強化計画」の履行を確実なものにしていく所存です。 

 

（2）西日本シティ銀行との連携の強化 

西日本シティ銀行との連携につきましては、優先株による 30 億円の出資に加えて、人材の招

聘や業務提携契約を締結し、商品開発、営業ノウハウの供給や合同商談会の開催など、資本・

人事・営業面に亘って多くの支援を受けております。今後につきましても友好的な提携関係を

継続するとともに、以下のとおり業務提携をより一層強めることにより、弊行の収益力強化に

大いに寄与するものと考えております。 

【追加の人材招聘と今後予定する提携強化策】 

・現在、部長クラス 5 名を招聘しておりますが、今後、営業部門などへ実務者クラスの人材

を追加招聘する予定です。 

また、以下の点についてノウハウの提供を受け、連携を一層強化する方針です。 

①法人営業面 

・お取引先の事業承継、Ｍ＆Ａ、私募債発行、国際業務等、法人ソリューション分野におけ

るノウハウ。 

②個人営業面 

・ＦＰ業務等、個人ソリューション分野におけるノウハウ。 

③ダイレクトチャネルの強化 

・インターネット等を通じたダイレクトチャネルビジネスに係るノウハウ。 

以 上 
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【別紙１】 

 

 

【ファンドスキーム事例その 1～整理回収機構（ＲＣＣ）の管理型ファンドスキーム】 

 

 

 

①豊和銀行は対象企業（債務者）に対して貸付債権を保有している。 

②対象企業（債務者）は、会計等専門家、豊和銀行の支援を受けて再生計画を策定し、

整理回収機構（ＲＣＣ）に提示する。 

③豊和銀行は、投資家と債権譲渡価格の交渉を行う。 

④ＲＣＣは、投資家と信託契約を締結する。 

⑤ＲＣＣ及び投資家は、再生計画及び債権譲渡価格の検証を行い、債権譲渡価格を決定する。 

⑥豊和銀行は、投資家に債権を譲渡し、投資家はＲＣＣに債権を信託する。 

⑦ＲＣＣは対象企業（債務者）の再生可能性を検討する。 

⑧投資家は、ＲＣＣに債権の管理回収を委託する。 

⑨ＲＣＣは、再生計画に沿って債権の管理回収を進める。 

 

 

 

 

 

投資家
（地域再生ファンド等）

整理回収機構（ＲＣＣ）
豊和銀行 

再生計画 対象企業（債務者）
 

②再生計画提示

⑦
再
生
可
能
性
検
討①貸付債権

③事前価格交渉 

⑤正式価格決定 

②再建計画策定支援

⑥ 
債 
権 
譲 
渡 

④信託契約締結

⑤再生計画・価格妥当性検証 

回収計画
 

回収計画
（再生型）

⑧管理回収委託

⑨管理回収
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【別紙２】 

 

 

【ファンドスキーム事例その２～あおぞら銀行グループの事業再生型ファンドスキーム】 

 

○ガバナンスの改革

支援 ○事業リストラ（集中と選択） 再生進展

○財務リストラ（債務圧縮）

○業務リストラ（収益性向上）

あおぞら銀行

あおぞら債権回収
業務提携

取引先企業

事業再生ファンド
債権譲渡

支援

豊
和
銀
行

事
業
再
生
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

 

 

①あおぞら銀行及び同グループより出資を募り、豊和銀行の取引先中小企業の事業を再

生するためのファンド（事業再生ファンド）を組成する。 

②豊和銀行は事業再生に取り組む取引先企業の貸出債権を事業再生ファンドに譲渡する。 

③取引先企業は、豊和銀行やあおぞら銀行よりノウハウの提供等の専門的なサポートを受

けて、収益力の向上や財務リストラに取り組み、早期に事業を再生する。 

④再生進展の出口（ＥＸＩＴ）で、取引先企業は債務の株式化（ＤＥＳ）や資本的劣後

ローン（ＤＤＳ）などの金融手法でアドバイスを受ける。 

⑤サービサー（債権の回収）業務は、あおぞら債権回収が担う。 


