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公的資金返済（自己株式（優先株式）の取得）申請に関するお知らせ 

 

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、公的資金返済（自己株式（優

先株式）の取得）申請の件について、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 94 期定時株

主総会（以下「本総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせ

いたします。 

自己株式の取得枠及び具体的な取得価格等は、本総会において本議案のご承認を得ら

れた後、当行取締役会にて決定いたします。 

 

記 

 

1. 公的資金返済（自己株式（優先株式）の取得）を申請する理由 

当行は、平成 11 年 9 月に「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」

第 4 条 2 項に基づき公的資金を申請し、株式会社整理回収機構の引き受けにより無担保

転換社債（劣後特約付）400 億円を発行し、平成 12 年 9 月 29 日に、株式会社整理回収

機構から転換請求を受け、無担保転換社債 400 億円全額を第一種優先株式（8,000 千株）

へと転換しました。その後、平成 18 年 10 月にこのうち 6,800 千株を取得し、消却して

います。 

この間、当行は地域金融機関としての責務を果たしていくために、当該自己資本を県

内の中小企業および個人のお客様に対する円滑な資金供給などに最大限有効に活用し

つつ、あわせて、「経営の健全化のための計画」に沿って経営の健全性や内部留保の蓄

積に努めてきました。 

今般、経営の健全性や内部留保の蓄積について所期の目的が達成された状況に至った

ため、また株式会社整理回収機構がそのすべてを保有する第一種優先株式は平成 22 年

10 月 1 日に普通株式を対価とする一斉取得日が到来することとなりますので、かかる

一斉取得により普通株式が希薄化することを回避するため、本総会終了以降に開催され

る取締役会にて、下記 2 記載の条件に基づいて、第一種優先株式を取得する枠を設定さ

せていただき、関係当局に対して公的資金の返済を申請いたしたいと存じます。 
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当行は平成 22 年 4 月より新中期経営計画「RISING PLAN 2010」を開始しており、同

計画においては、「さらなる飛躍に向けた経営基盤の拡充」（副題：新たな成長ステージ

に立ち、地域経済の発展に貢献）を経営目標に掲げ、公的資金の完済を想定しつつ、店

舗・ATM 等営業チャネルの積極展開などにより安定成長を目指す内容となっています。

したがって、公的資金の完済、すなわち第一種優先株式のすべての取得は、新中期経営

計画に沿って当行の安定成長を確保する観点を踏まえれば、十分意義のある資本政策と

考えています。 

公的優先株式である第一種優先株式については、取得に際して国民負担を回避する観

点から、最低でも株式会社整理回収機構にとっての簿価、すなわち発行価額（1 株当た

り 5,000 円）以上で取得することが必要となりますが、実際の取得価額については、取

得価額の客観性及び公平性を担保するために第三者機関による算定書を取得した上で、

当行による価値算定を行い、発行価額以上の適正な価額とさせていただく予定です。 

優先株式の価値評価については必ずしも一つの確立した手法がある訳ではなく、評価

手法によって差異が生じえます。このため、第一種優先株式の価値評価の結果は、当行

が今回第三者機関による算定書を踏まえて価値算定を行なった場合と、従来用いてきた

市場株価に依拠した評価手法で価値算定を行なった場合とでは異なる可能性があり、後

者では発行価額を下回る可能性もあります。かかる場合には、後者による価値評価に基

づき取得した場合と比較して、内部留保の減少額もより大きくなる可能性があります。 

これらの事情を勘案し、本来であれば、当行定款第 45 条により、株主との合意によ

る自己の株式の取得（会社法第 160 条第 1 項の規定による決定をする場合以外の場合）

は取締役会の決議に委ねられており、本来は本議案について株主の皆様のご承認を頂く

必要はございませんが、下記 2 記載の公的資金返済の条件に基づいて第一種優先株式を

取得する枠を設定し、関係当局に対して公的資金の返済を申請することにつき、株主の

皆様のご意向を予め確認させていただくため、株主総会の特別決議をもって株主の皆様

のご承認をお願いするものです。 

 

2. 公的資金返済（自己株式（優先株式）取得）の条件 

（1） 取得する株式の種類 

第一種優先株式 

（2） 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の 1 株当たりの下限 

1 株当たり 5,000 円の金銭を下限とする 

 

【ご参考】 

○第一種優先株式の概要 

発行日 平成 12 年 9 月 29 日 

現存額（当初発行総額） 60 億円（400 億円） 

現存株式数（当初発行株式数） 1,200,000 株（8,000,000 株） 

発行価額 一株当たり 5,000 円 
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交付価額 1,196 円 

下限交付価額 1,150 円 

交付請求期間 平成 12 年 12 月 29 日～平成 22 年 9月 30 日 

一斉取得日 平成 22 年 10 月 1 日 

株主 株式会社整理回収機構 100％ 

（注）平成 18 年 10 月 11 日に、当初発行総額 400 億円のうち、340 億円を取得・消却しています。 

 

○新中期経営計画「RISING PLAN 2010」について 

（計画期間：平成 22 年 4 月～26 年 3 月） 

 

別添のとおりです。 

 

以上 
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■中期経営計画

中期経営計画

RISING PLAN 2010
～新たな成長ステージに立ち、地域経済の発展に貢献～

～新たな成長ステージに立ち、地域経済の

　発展に貢献～
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計画のビジョン

名称/経営目標

名称　　　： RISING PLAN 2010
経営目標： さらなる飛躍に向けた経営基盤の拡充
　　　　　　　　　 ～新たな成長ステージに立ち、地域経済の発展に貢献～

計画期間： 2010年4月～2014年3月

【計画のビジョン】

問題解決型金融の展開を通して経営理念にある「地域経済の発展」に寄与しながら当行自身
のさらなる成長を実現します。

店舗インフラ、営業手法、商品等従来の発想にとら
われない営業施策の展開をとおして、さらなる成長
を実現する。

■チャネルインフラの拡充　

■個人取引におけるライフプラン営業の展開

■法人取引における営業力強化

営業

革新

経営戦略

機能・人材革新の実践で
営業革新をバックアップ

銀行のコア財産である「人材」のバ
リューを高め、営業革新を支援する。

■人事制度改定

■多様なキャリア人材の活用

■人材育成の強化

人材

革新

営業革新をスピーディーに展開する
ため、行内の諸制度を変革する。

■収益力を高める組織への見直し

■業務効率化等による営業支援

■安定した財務基盤の確保

機能

革新

法令遵守態勢・堅確な事務態勢の確立
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基本戦略 ■営業革新①

チャネルインフラの拡充により、県内で圧倒的な拠点網を構築する。

【ATMネットワークの推移及び見込み】
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コンビニATM（ファミリーマート、ローソン ）
⇒県内全店舗に設置へ

ローンセンター増設やミニ店舗の

新規出店

県内で圧倒的なATMネットワークの構築や
ローンセンター、ミニ店舗の出店を通して、
顧客利便性の格段の向上を図り、個人取引
基盤を拡大
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基本戦略 ■営業革新②

顧客とのリレーション強化による長
期安定資金（預金、預かり資産、ロー
ン）の拡大

女性プロジェクトチーム（チームサ
ンフラワー）による商品の開発

ご当地キャラクター（琉神マブヤー）
を活用した商品の販売

個人・法人ともに目線を変えて営業力を強化する。

リテール業務リテール業務 コンサルティング営業

役務等新ビジネス役務等新ビジネス

【コンサルティング案件受付件数】
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事業承継、M&Aなどの提案力強化によ
る顧客とのリレーションの強化

預貸金の拡大、手数料収入の増強

コンサルティング営業

個人や世帯のライフサイクルに応じた提案型
営業（ライフプラン営業）を展開

取引先の経営課題解決に向けた提案力強化に
よりコンサルティング実績をさらに拡大

世帯・個人へライフ
プラン営業を展開

法人預貸業務法人預貸業務

営業手法、商品等の改良によるボ
リューム拡大

「集まる預金」を目指した態勢整備

コンビニ、公金収納サービスの展開
による手数料収入の増強

県内企業のアジアビジネス支援
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基本戦略 ■人材・機能革新

機能革新人材革新

■人事制度改定
人事諸制度の見直しによる一層
のモチベーションアップ

生産性向上に向けた働きやすい
職場環境の整備

■多様なキャリア人材の活用
行員再雇用制度の実施

中途採用や臨時職の行員登用等
非新卒人材の積極活用

■人材育成強化
研修・自己啓発支援強化

人事ローテーションの活性化に
よる豊富なキャリアパスの提供

■収益力を高める組織の見直し
営業店組織の見直し

ブロック制度の進化

ALM管理機能の一元化

■業務効率化による営業支援
収益管理・業績評価制度の改良

外訪活動の強化

じゅうだん会の積極活用

■安定した財務基盤の確保
自己資本比率の維持・向上

システム経費の適正化

人材・機能革新により、組織の生産性を高め、営業革新の早期達成をサポートする。

サポート

営

業

革

新
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地域密着型金融

事業計画策定支援、沖縄県再生支援協議会等外部機関と連携した事業再生支援経営改善・事業再生支援

対象者向けの融資推進創業・新事業支援融資

開示･報告の適切な実施。取組態勢の継続的な検証ならびに改善策の立案･実施金融円滑化

営業店における経営相談対応能力の強化経営相談

行動計画取組項目

Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

Ⅱ.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
Ⅱ.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

臨店･営業店向け説明会･本部スタッフとの帯同訪問による需要の掘り起こし動産担保融資・ファクタリング

行動計画取組項目

Ⅲ.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
Ⅲ.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

県内有望業種の発掘と連携強化県内有望業種（バイオ、IT等）との連携強化

継続的な資産運用情報の提供セミナー開催による情報発信

ATM、店舗網の拡充を通した顧客利便性の向上　　　　　個人向け金融の円滑化

地域の小学生を対象とした経済・金融教育の実施若年者向け金融教育

外部経営資源の積極的な活用、多様な収納チャネルの提供地域諸団体との連携強化

役職員の社会貢献活動への積極的な参加、りゅうぎん国際化振興財団の積極活用地域貢献活動

行動計画取組項目
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主要計数見通し

23年3月期は現行の経営健全化計画の計数を表示。その後は見直しの予定。

主要計数 23年3月期 26年3月期

貸出金平残 1兆1,500億円以上 ↑さらに増加

預金平残 1兆4,500億円以上 ↑さらに増加

当期純利益 44億円 ↑さらに増加

経費

自己資本比率

Tier1比率

コア業純ROE

↑預貸ボリューム増に伴い
緩やかに増加215億円

10.4％以上 ↑さらに向上

↑さらに向上

↑さらに向上

8.7％以上

11.14％
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