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Contribution：貢献
わたくしたち 豊和銀行は、地域の発展に貢献します。

Customers：お客さま第一主義
わたくしたち 豊和銀行は、お客さまに質の高いサービス
を提供します。

Challenge & Change：挑戦と変革
わたくしたち 豊和銀行は、たゆまぬ挑戦と変革により、
未来を切り開きます。
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資 本 金 124億円

店 舗 数 42か店（大分県39、福岡県2、熊本県1）

従 業 員 数 512名（嘱託、出向、臨時従業員を除く）
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まず、冒頭にあたりまして、このたびの新型コロナウイルス感染症
によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げますととも
に、罹患された方、感染拡大により影響を受けられた方に心よりお見
舞い申し上げます。

さて、皆さまには、日頃より、当行をお引き立ていただきまして、
誠にありがとうございます。
ここに、第102期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の
営業の概況と決算の状況につきまして、ご報告申し上げます。当行を
よりご理解いただくための参考にしていただければ、幸いに存じます。

2019年度の国内経済は、米中の通商問題の影響等により輸出が弱
含んでいたものの、好調な企業収益や良好な雇用・所得環境を背景に
個人消費は引き続き堅調に推移し、緩やかに回復しておりました。し
かしながら、2019年12月、中国において新型コロナウイルス感染症
患者が大量に発生し、アジア（日本を含む）から欧米を含む世界へ一
気に広がることにより、海外との人の交流に制限がかかり、これまで
順調に増加していた海外からの旅行者が激減したことや、日本国内に
おいても不要不急の外出自粛が要請される等により観光業や飲食業を
中心に需要が激減するなど、国内経済は急速に悪化しました。
国内の金融市場も同様に、2020年1月までは日経平均株価が
24,000円を超えてバブル崩壊後の最高値に近づくなど、好調な企業
業績や米国株式相場の好況に支えられ、順調に拡大していました。し
かしながら、新型コロナウイルスの世界への感染拡大により、日経平均株価は一気に16,000円台まで急落する場面も
あり、大きく混乱しました。その後、各国中央銀行が一斉に金融緩和を実施し、国際的な金融マーケットは落ち着きを
取り戻しつつあるものの、今後とも予断の許されない不安定な状況が続くと思われます。
そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県経済は、日韓関係の悪化による韓国からの観光客の落ち込みに加
え、新型コロナウイルス感染症による海外及び国内旅行客の激減等により、主力産業である観光業を中心に大きな危機
に直面しています。さらに、飲食業やサービス業においても、同様に重大な影響を受けており、大分県経済はその基盤
が揺るぎかねない深刻な状況に陥っております。

そのような状況を踏まえ、当行は新型コロナウイルス感染症により甚大な被害を受けている地域の中小企業の皆さま
への資金繰り支援に全力を尽くしていくことが喫緊の課題と認識しております。さらに、新型コロナウイルス感染症に
より経済活動が急激に縮小する状況においては、単なる資金繰り支援に止まらず、お客さまの売上増強のご支援（＝本
業支援）に注力することが、地域金融機関の使命と考えております。
このような厳しい状況を考えますと、今こそ当行は、その経営理念に則り、地域の中小企業のお客さまの成長・発展
及び経営改善に向けて徹底して支援していくとともに、常にお客さまに寄り添い、一緒になってこの難局に立ち向かっ
ていくことが不可欠と考えております。そして、その結果当行にも安定的な収益と将来にわたる健全性がもたらされる
ものであると考えます。当行は、今後も「Vサポート業務」及び「経営改善応援ファンド」を車の両輪として、お客さ
まの経営課題の解決へ向けて最大限のご支援を徹底してまいります。

皆さまにおかれましては、当行に対し、今後とも、なお一層のご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上
げます。

2020年6月

トップメッセージ

取締役頭取

権 藤 淳
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❖預金・預り資産の状況
●預金（譲渡性預金を含む）

❖貸出金の状況
●貸出金（中小企業等向け貸出金）

用語説明
・中小企業等向け貸出金… 資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人

（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業及び個人に対する貸出金をいいます。

●預り資産（投資信託・個人年金保険・公共債）

●大分県内向け貸出金 ●個人向け貸出金

業績ハイライト

※個人年金保険商品については、残高
の把握が困難なことから、販売累計
額を使用しております。
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総与信額　406,019百万円

金融再生法開示債権
16,670百万円
4.10%

正常債権
389,348百万円
95.90%
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●コア業務純益

❖自己資本の状況
●自己資本比率

❖損益の状況

用語説明
・自己資本比率…銀行の健全性を示す指標の1つで、国内基準と国際統一基準があります。当行は国内基準を適用しております。

自己資本比率＝自己資本（資本金など）÷リスク度合いを考慮した資産

・金融再生法による開示債権の定義
破産更生債権及びこれらに準ずる債権…破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び

これらに準ずる債権。
危 険 債 権…債務者が経営破綻には至っていないものの、財政状態・経営成績が悪化し、契約どおりの返済を受けることができなくなる可能性の高い債権。
要管理債権…3ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権。

●経常利益

❖不良債権の状況
●金融再生法に基づく開示債権比率

●当期純利益

●金融再生法に基づく
開示債権の構成比
（2020年3月末現在）

業績ハイライト

※部分直接償却を実施しない場合の
2020年3月末の金融再生法開示
債権比率は4.86%となります。
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2019/3期 2019/9期 2020/3期（速報値） 2020/9期 2021/3期 2021/9期 2022/3期
実績 実績 計 画 実 績 計画比 計画 計画 計画 計画

コア業務純益 1,120 469 800 1,022 222 544 981 573 1,135
業務粗利益経費率 68.40 68.75 71.22 68.49 △2.73 68.92 70.03 68.39 68.31

2019/3末 2019/9末 2020/3末（速報値） 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末
実績 実績 計 画 実 績 計画比 計画 計画 計画 計画

中小規模事業者等向け貸出
残高 2,530 2,511 2,599 2,573 △26 2,620 2,641 2,664 2,687

総資産残高 5,785 5,788 5,798 5,784 △14 5,804 5,813 5,851 5,892
総資産に対する比率 43.73 43.38 44.82 44.49 △0.33 45.14 45.43 45.53 45.61

2018年度下期2019年度上期 2019年度下期（速報値） 2020年度上期2020年度下期2021年度上期2021年度下期
実績 実績 計 画 実 績 計画比 計画 計画 計画 計画

経営改善支援等取組先
企業数 561 546 580 537 △43 589 598 607 616

創業・新事業開拓支援 78 80 80 76 △4 82 84 85 87
経営相談支援 194 168 207 179 △28 211 215 220 223

うち販路開拓
コンサルティング 1 10 10 10 0 10 10 10 10

早期事業再生支援 16 16 16 17 1 16 16 16 16
担保・保証に過度に依
存しない融資の促進 259 260 262 237 △25 264 266 268 271

事業承継支援 14 22 15 28 13 16 17 18 19
取引先企業総数 6,227 6,271 6,427 6,385 △42 6,527 6,627 6,727 6,827
取引先企業総数に占める
比率 9.00 8.70 9.02 8.41 △0.61 9.02 9.02 9.02 9.02

1．経営の改善目標 （単位：百万円、％）

※コア業務純益 = 業務純益 + 一般貸倒引当金繰入額 - 国債等債券関係損益
※業務粗利益経費率 =（経費 - 機械化関連費用）÷業務粗利益

2．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に係る目標
○中小規模事業者等向け信用供与の残高、比率 （単位：億円、％）

※総資産に対する比率＝中小規模事業者等向け貸出残高÷総資産残高
※「中小規模事業者等向け貸出」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表第一における中小企業等から個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸
出で、かつ次の貸出を除外しております。

政府出資主要法人向け貸出、特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出、地方住宅供給公社向け貸出、地方道路公社向け貸出、大企業が保有する各種債権又は動産・不動
産の流動化スキームに係るSPC向け貸出、子会社に大会社を有する親会社向け貸出、及びその他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出

○経営改善の取組み （単位：先、％）

※取引先企業総数に占める比率 ＝ 経営改善支援等取組先企業数 ÷ 取引先企業総数
※取引先企業総数は融資残高のある先で、個人ローンだけの取引先を含んでおりません。「創業・新事業開拓支援」「経営相談支援」「早期事業再生支援」「担保・保証に過度
に依存しない融資の促進」「事業承継支援」の先数は、半期分を記載しております。

2019年4月から2022年3月までを実施期間とする「経営強化計画」を策定し、「地元大分になくてはならな
い地域銀行」となるため、「地域への徹底支援による地元経済の活性化」を基本方針に据え、諸施策に取り組
んでおります。
その結果、同計画において掲げた「経営の改善目標」及び「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に

係る目標」の実績は以下のとおりとなりました。

経営強化計画の数値目標と進捗状況
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ポイント

豊和銀行 お客さま

ポイント

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
「経営相談窓口」の設置及び「特別融資」取扱開始
2020年2月より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けられた、又は今後影響を受ける

恐れのある事業者さまをご支援するため、全営業店にて「経営相談窓口」の設置と「ほうわ新型コロナウイル
ス感染症対応特別融資」の取扱いを開始しております。さらに、3月からは大分県の「新型コロナウイルス感
染症緊急対策特別資金」、また5月からは「大分県新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱いも行なって
おります。お客さまの実情にあわせたサポート支援を行なってまいりますので、お取引店又は最寄りの営業店
までお問い合わせください。
※ほうわホルトホールプラザでは「経営相談窓口」のみ設置しております。

販路開拓コンサルティング「Vサポート業務」
お客さまの売上を増やすために当行のネットワークを活用して新たな販売見込先へ販路開拓をご支援し、交
渉展開から売上入金まで当行が関与するコンサルティング業務です。全行員がVサポート業務の担当者とな
り、預金や融資と並ぶ新たな本業として位置付け、積極的に推進しております。

売上入金まで関与するコンサルティング
販売見込先の選定に始まり、その後の交渉展開や売上入金までお客さまを徹底サポートいたします。

安心の成果報酬型コンサルティング
委託手数料は、コンサルティングの結果、当行が関与して入金にまで至った売上の累計が、契約で

あらかじめ取り決めた年間売上入金目標に達した場合にのみお支払いいただき、そうでない場合、一
切お支払いの必要はありません。

地域の皆さまとともに

中小企業支援
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売り手

マグロの
解体ショー

Vサポート業務を通して
「売り手」（契約先）の販
路開拓、「買い手」の業務
改善に取り組みます！

●インフルエンザ流行期
　は施設利用者が減り職
　員も罹患してしまう。
●利用者へのサプライズ
　イベントのいい案が
　欲しい。

課題解決へのご提案

B 社 豊和銀行 介護施設A
抱える課題

C 社

買い手

Ｖ
サ
ポ
ー
ト
契
約
締
結

紫外線
殺菌装置

B社の「紫外線殺菌装置」
をご紹介

C社の
「マグロ解体ショー」
をご紹介

Ｖサポート事例 ～介護施設Ａの場合～

当行お取引先の介護施設Aは、毎年インフルエン
ザの流行期になると施設利用者の約1割がインフルエ
ンザに罹患し施設利用者数が減ること、それに伴う減
収や施設職員の罹患による人繰りの悪化に悩んでいま
した。そこで当行は、Vサポート契約先B社の「紫
外線殺菌装置」の導入を提案しました。

「紫外線殺菌装置」を導入した介護施設Aからは、
次のような「予想以上の効果」がでたとのお声をいた
だきました。
●インフルエンザによる入院患者はゼロ。
●施設職員の感染症対策意識がさらに向上した。
●利用者の家族から
「季節の変わり目に入退
院を繰り返していた父が
最近は元気が良い」
「施設の“匂い”がなく
なった」
との声をいただいた。

●利用者の家族から「感染症対策を実施している施設」
として新規利用者を紹介いただいた。
●施設のイメージアップにつながった。

また、介護施設Aから感染症対策に取り組んだ従
業員と施設利用者へのサプライズイベントを考えてい
るとの相談を受け、当行Vサポート契約先C社の「マ
グロの解体ショー」を提案しました。５０kgのマグロ
を前に、利用者の方々も歓声を上げ非常に喜んでいた
だけました。

一連の取組みを通し、介護施設Aの経営者からは
「銀行がこんなに親身に
なって相談相手になって
くれるとは思わなかっ
た。今後も当施設の改善
につながる提案を待って
います」との声をいただ
くことができました。

地域の皆さまとともに

中小企業支援
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商談会
お客さまの販路開拓支援及び地場産業の振興に寄与することを目的とし、第二地方銀行協会加盟行による合

同商談会や九州地区の地域金融機関による合同商談会、行政と連携した商談会に積極的に共催しております。

◆第4回 JFC（株式会社日本政策金融公庫）
大分農商工商談会
2020年1月、「第4回 JFC大分農商工商談会」を株式会社日

本政策金融公庫、県内に本店を置く他の金融機関等との共催で
開催いたしました。県内の農林水産事業者及び食品製造業者の
お客さまに対し、県内外のスーパー・百貨店等21社との個別
商談会を実施しました。

みりょく

◆「日本一のおんせん県おおいた」味力も満載！
産地ツアー及び食材提案会
2019年11月、リッキービジネスソリューション株式会社が

みりょく

主催する「『日本一のおんせん県おおいた』味力も満載！産地
ツアー及び食材提案会」に協力機関として参画いたしました。
当ツアーでは首都圏の食品バイヤーが大分県内の食品生産現場
に出向いて生産現場等の視察を行なうとともに、意見交換や
マッチング等を実施する「食材提案会」を行ない、大分県産地
域食材の認知度向上と販路開拓支援に取り組みました。

セミナー
◆外国人雇用制度セミナー
2019年10月に当行、アジアアグリ協同組合九州支部、みらい社会保険労務士法人大分事務所及び株式会社

日本政策金融公庫の4社共催による「外国人雇用制度セミナー」を開催いたしました。大分県内でも人手不足
に悩む企業が多い中、当セミナーでは「宿泊・リネンサプライ業」「介護業」を対象に、外国人雇用について
企業側が知っておくべき情報や取り組んでおくべき事項について解説いたしました。

地域の皆さまとともに

中小企業支援
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第27回公募アマチュア絵画展 豊和銀行賞
さな だ けいぞう

「白菜と里芋」真田 啓三さま

アマチュア大賞
つづき かず こ

「ある日の事」続 和子さま

2019年11月、当行本店にて「第27回公募アマチュ
ア絵画展」を開催いたしました。当絵画展は、地域の文
化・芸術活動の一環として毎年開催しております。今年
は171点の力作の数々が応募され、展示会場には多くの
方にご来場いただきました。

「認知症サポーター」全店配置 及び
「大分オレンジカンパニー」登録
認知症について正しく理解し、認知症患者やその家族を見守る応援者である「認知

症サポーター」631人を全店に配置いたしました。「認知症サポーター」は認知症に
ついての正しい基礎知識や認知症の方への接し方等を学ぶ「認知症サポーター養成講
座」を受講することで認定を受けることができます。
また、概ね半数以上の職員が同講座を受講している事業所を対象とした大分県の制

度である「大分オレンジカンパニー」（認知症にやさしい企業・団体）への登録もあ
わせて完了いたしました。当行は今後も「認知症サポーター」を養成し、認知症の方
とその家族が「安心して暮らせる地域づくり」に貢献してまいります。

「敷地内全面禁煙」の実施
2020年4月１日より改正健康増進法が全面施行されたことを受けて、「望ま

ない受動喫煙」を防止するため、同日より屋外を含む「敷地内全面禁煙」を実
施しております。
なお、「敷地内全面禁煙」は当行全役職員だけでなく、ご来店されるお客さ

まも対象とさせていただいておりますので、誠に恐れ入りますが、ご理解・ご
協力をお願いいたします。

地域の皆さまとともに

トピックス
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一部店舗の営業時間変更
対象店舗 湯布院支店、福岡支店、北九州支店、熊本支店

変更前 変更後

窓口営業時間 平日 9:00 ～ 15:00 平日 9:00 ～ 11:30
12:30 ～ 15:00

窓口休業時間 － 平日 11:30 ～ 12:30

一部店舗の窓口営業時間を右記のとおり変更い
たしました。窓口の休業時間を設けることで、窓
口に従事する行員が手薄となる時間をなくし、お
客さまへのサービスの提供に万全を期すことを目
的としております。
ご利用のお客さまにはご不便をおかけし、誠に

申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしく
お願い申し上げます。

創立70周年サンクスキャンペーン実施
豊和銀行は、2019年12月22日に創立70周年を迎えました。これ

もひとえにお客さまや地域の皆さまからの永年にわたるあたたかいご
支援、ご愛顧の賜物です。心より感謝申し上げます。70周年を迎え
るにあたり、日頃からのご支援に感謝の意を表し、「創立70周年サン
クスキャンペーン」を実施いたしました。これからも変わらぬご愛顧
のほど、よろしくお願い申し上げます。

◆新デザイン通帳の取扱開始

5匹のきょうだいネコ 大分トリニータのニータン

2020年1月、「創立70周年サンクスキャ
ンペーン」の一環として、新デザイン「5
匹のきょうだいネコ」と「大分トリニータ
のニータン」の総合口座通帳の取扱いを開
始いたしました。従来の「豊和銀行オリジ
ナルデザイン（イエロー）」とあわせた全
3種類からお好きなデザインの通帳をお選
びいただけます。
※新デザイン通帳「5匹のきょうだいネコ」「大分トリニータのニータン」はATMでの繰越はできません。
※未成年の方は総合口座通帳の発行は可能ですが、定期預金への預入など一部ご利用いただけないお取引があります。

地域の皆さまとともに

トピックス

地域の皆さまとともに
ＣＳＲ活動
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J-Coin Pay
スマートフォンアプリ「J-Coin Pay」※を活用した電子マネーサービスです。「J-Coin
Pay」と豊和銀行の口座を連携し、チャージすることで、J-Coin Pay 加盟店での決
済にご利用いただけます。

※「J-Coin Pay」はみずほ銀行が提供するサービスです。

Bank Pay
「Bank Pay」は、日本電子決済推進機構※が運営するスマホ決済サ－ビスです。
「Bank Pay」アプリと豊和銀行の口座を連携することで、スマートフォンを使って
全国のBank Pay 加盟店でのお買い物にご利用いただけます。

※日本電子決済推進機構は、J-Debit（加盟店端末にキャッシュカードを読ませて預金口座から即時
に代金を支払うサービス）等の決済サービス事業等を行なっています。

メルペイ（merpay）
フリマアプリ「メルカリ」※で利用できるスマホ決済サービスです。豊和銀行の口座
から「メルペイ」※に残高をチャージすることで、スマートフォンを使ってお店や「メ
ルカリ」でお買い物ができます。

※「メルカリ」は株式会社メルカリが提供するサービスです。
※「メルペイ」は株式会社メルペイが提供するサービスです。

各種キャッシュレスサービスとの連携開始
当行は大分県と「大分県内におけるキャッシュレス決済の推進に関する協定」を締結しており、県内の中小

企業・小規模事業者のお客さまに対するキャッシュレス決済導入に向けた広報周知、普及啓発に取り組んでお
ります。また、お客さまの利便性向上とキャッシュレス決済の拡大に向け、以下の各種キャッシュレスサービ
スとの連携を開始しております。ご利用方法等につきましては当行ホームページよりご確認ください。

地域の皆さまとともに

トピックス
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■貸借対照表（2020年3月31日現在） ■損益計算書
（2019年4月1日～2020年3月31日）

科 目 金 額

経常収益 9,539

資金運用収益 7,802

（うち貸出金利息） 7,273

（うち有価証券利息配当金） 489

役務取引等収益 1,155

その他業務収益 35

その他経常収益 545

経常費用 9,291

資金調達費用 209

（うち預金利息） 197

役務取引等費用 1,235

その他業務費用 105

営業経費 6,488

その他経常費用 1,252

経常利益 248

特別利益 198

特別損失 79

税引前当期純利益 367

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等の更正、決定等に
よる納付税額又は還付税額 △31

法人税等調整額 73

法人税等合計 57

当期純利益 309

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

現金預け金 66,508 預金 512,998

有価証券 100,265 譲渡性預金 18,258

貸出金 401,139 借用金 11,765

外国為替 1,965 外国為替 15

その他資産 6,228 その他負債 3,910

有形固定資産 6,467 賞与引当金 179

無形固定資産 733 睡眠預金払戻損失引当金 82

前払年金費用 609 再評価に係る繰延税金負債 544

繰延税金資産 294 支払承諾 459

支払承諾見返 459 負債の部合計 548,216

貸倒引当金 △6,226 （純資産の部）

資本金 12,495

資本剰余金 10,349

資本準備金 10,349

利益剰余金 7,020

利益準備金 873

その他利益剰余金 6,147

繰越利益剰余金 6,147

自己株式 △91

株主資本合計 29,774

その他有価証券評価差額金 △612

土地再評価差額金 1,067

評価・換算差額等合計 455

純資産の部合計 30,229

資産の部合計 578,446 負債及び純資産の部合計 578,446

財務諸表

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合
（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になります。

〒168―8507 東京都杉並区和泉2―8―4
みずほ信託銀行 証券代行部

電話お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120―288―324
（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）

各種手続お取扱店
（住所変更、株主配当金受取方法の変更等）

みずほ信託銀行 本店及び全国各支店

みずほ証券 本店及び全国各支店

未払配当金のお支払い みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店（みずほ証券では取次ぎのみとなります）

ご注意
支払明細発行については、右の「特別口座の場
合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各
種手続お取扱店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売
買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振
替手続を行なっていただく必要があります。

単元未満株式をお持ちの株主さまへ
1単元（100株）未満の株式を保有されている株主さまは、保有株式の買取請求又は、単元株への買増請求をしていただくことができ

ます。証券会社をご利用の場合には、お取引の証券会社へ、特別口座をご利用の場合には、みずほ信託銀行（0120―288―324）へお問
い合わせください。

株式についてのご案内
事 業 年 度：毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会：毎年6月
剰余金の配当基準日：3月31日（中間配当を行なう場合は9月30日）
株 主 名 簿 管 理 人：東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所：東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
単 元 株 式 数：100株

（ご注意）2018年10月1日をもって、単元株式数は1,000株から100株に変更となりました。
公 告 方 法：電子公告により当行ホームページ（https://www.howabank.co.jp/）に掲載いたします。ただし、事故その他やむを

得ない事由によって、電子公告ができない場合には、日本経済新聞及び大分市において発行する大分合同新聞に掲載し
て行ないます。

各種お問い合わせ
◆通帳、キャッシュカード等の紛失·盗難について
平日 8：30～17：00 … 各お取引店
上記時間帯以外 … ATM照会センター又は

CD紛失共同受付センター
【フリーダイヤル 0120―188―668】

◆インターネットバンキング・モバイルバンキングについて
平日 9：00～17：00 … 事務統括部

【フリーダイヤル 0120―080―848】

◆ご意見・ご要望等について
平日 9：00～17：00 … お客さま相談室

【フリーダイヤル 0120―308―329】

◆各種商品について
平日 9：00～17：00 … 各お取引店
平日10：00～19：00 … ほうわホルトホールプラザ
土日祝日10：00～17：00 【TEL：097-546-5777】

◆当行ホームページ
https://www.howabank.co.jp/

株式についてのご案内・各種お問い合わせ
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大分県

福岡県

熊本県

店舗内・店舗外ATM：■土曜日の稼動店 ●土曜・日曜・祝日の稼動店 ★通帳繰越機能付 ◆11：30~12：30 窓口休業店舗
※通帳繰越機能付ATMで繰越可能な通帳は、普通預金通帳（旧：シルバー／新：グリーン）及び総合口座通帳（旧：ゴールド／新：イエ
ロー）のみです。
※当行設置ATMは、全て視覚障がい者対応となっております。

●ゆうちょ銀行ATM・コンビ二ATM
全国のゆうちょ銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM
をご利用いただけます。

※ほうわサンクスサービス「ファーストステージ」、「セカンドス
テージ」のお客さまは、ご利用手数料が無料です。
上記以外のお客さまは所定の手数料が必要となります。

●提携金融機関ATM
西日本シティ銀行、福岡中央銀行、佐賀共栄銀行、長崎銀行、熊本
銀行、宮崎太陽銀行、南日本銀行、沖縄海邦銀行のATMからのお引
出しが手数料無料でご利用いただけます。
無料でご利用いただける時間 平日8：45～18：00
※上記時間以外のご利用には時間外手数料、お振込みの場合には所
定のお振込手数料が、別途必要となります。
※ご利用時間及びサービス内容は設置場所によって異なります。
詳細は営業店窓口へお問い合わせいただくか、当行ホームページ
をご覧ください。

大分市

トキハ会館 ●
大分市役所
大分県庁
大分オーパ ●
JR大分駅 ●
寒田支店敷戸出張所
トキハインダストリー南大分店 ●
大分県立病院 ■
イオン光吉店 ●
トキハわさだタウン ●
大在支店佐賀関出張所 ●
パークプレイス大分 ●
イオン高城店 ●
トキハインダストリー明野センター ●
コープふらいる ●
日本文理大学
アムス大在店 ●

由布市 イオン挾間ショッピングセンター ●

別府市

ゆめタウン別府 ●
えきマチ１丁目 ●
トキハ別府店 ●
別府市役所
トキハインダストリー鶴見園店 ●
新別府病院 ■
マルショク大学通り店 ●
スギノイパレス ●
溝部学園

杵築
国東

国東支店安岐出張所 ●★
サンリブ杵築店 ●
大分空港ターミナルビル ●

大分県
南部

トキハインダストリー佐伯店 ●
マルショク津久見店 ●
サンリブ竹田店 ●

大分県
北部

イオン三光ショッピングセンター ●
ハイパーモールメルクス宇佐 ●
マックスバリュ豊後高田店 ●

福岡県 中津支店豊前出張所 ●★

大分市

❶ 本店営業部 097（534）2612 ●★
❷ 県庁前支店 097（532）9155 ●★
❸ 上野支店 097（545）0088 ●★
❹ 古国府支店 097（545）7511 ★
❺ 大道支店 097（545）1101 ●★
❻ 南大分支店 097（543）6116 ●★
❼ 寒田支店 097（569）1811 ●★
❽ 戸次支店 097（597）6288 ●★
❾ 宗方支店 097（541）5211 ●★
10 わさだ支店 097（586）1771 ●★
11 富士見が丘支店 097（541）4343 ●★
12 光吉支店 097（568）2460 ●★
13 賀来支店 097（549）2441 ★
14 東支店 097（558）2121 ●★
15 明野支店 097（558）6366 ●★
16 牧支店 097（552）1137 ●★
17 下郡支店 097（567）2233 ●★
18 鶴崎支店 097（527）3181 ●★
19 鶴崎南支店 097（522）3040 ●★
20 大在支店 097（593）1655 ●★

別府市

21 別府支店 0977（23）4361 ●★
22 新別府支店 0977（22）1221 ●★
23 石垣支店 0977（25）5311 ●★
24 亀川支店 0977（66）1151 ■★

日出
杵築
国東

25 日出支店 0977（72）2821 ●★
26 杵築支店 0978（62）3040 ■★
27 国東支店 0978（72）1221 ●★

大分県
南部

28 佐伯支店 0972（22）1920 ●★
29 津久見支店 0972（82）3101 ●★
30 臼杵支店 0972（62）3171 ●★
31 三重支店 0974（22）7111 ●★
32 竹田支店 0974（63）2125 ●★

大分県
西部

33 日田支店 0973（22）5121 ●★
34 玖珠支店 0973（72）6655 ●★
35 湯布院支店 0977（28）8171 ●★◆

大分県
北部

36 中津支店 0979（23）3223 ●★
37 宇佐支店 0978（32）3311 ●★
38 長洲支店 0978（38）1136 ★
39 高田支店 0978（22）2680 ●★

福岡県
熊本県

40 福岡支店 092（432）0678 ★◆
41 北九州支店 093（931）8841 ★◆
42 熊本支店 096（366）7101 ★◆

■ほうわホルトホールプラザ
大分市 ほうわホルトホールプラザ 097（546）5777 ●★

店舗・ATM等のご案内
（2020年6月15日現在）

■店舗 ■ATM



岡城跡（竹田市）
島津軍の猛攻を3度にわたって撃破したことから、かつて難攻不落の堅城といわれ、
1874年（明治7年）の廃城令で破却されるまで、城内には本丸や西の丸などの建造物
が存在していました。今も残る総石垣から往時の大城郭をうかがい知ることができま
す。少年時代を竹田で過ごし、岡城跡で遊んだ瀧廉太郎は、その印象から着想を得て
「荒城の月」を作曲したといわれています。 発行：2020年6月

株式会社豊和銀行 総合企画部
〒870―8686 大分市王子中町4番10号
TEL.097―534―2611（代表）


