
白島石油備蓄株式会社 
 

〔設 立〕 昭和 56年 6月 8日 
〔所 在 地〕 東京都港区三田三丁目 13番 16号 三田 43ＭＴビル 

Tel ０３－５４１８－８２７１ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 小渕 泰世 
〔目的・事業〕 国が所有する白島国家石油備蓄基地において、基地の運転、保全およ

び安全防災等の事業を行い、国家石油備蓄事業の一端を担う。 
・国家石油備蓄基地の運転、保全および安全防災に係わる事業 
・上記に付帯関連する事業 

〔資 本 金〕 １００，０００千円 
＜うち本市出資額 ５，０００千円（５.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 企画政策室企画政策課（Tel ０９３－５８２－２１５３） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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株式会社ジェイコム北九州 
 

〔設 立〕 平成元年 10月 20 日 
〔所 在 地〕 北九州市八幡東区東田一丁目６番７号 

Tel ０９３－２３１－１０００ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 古賀 祐治 
〔目的・事業〕 ・有線テレビジョン放送事業（都市型ケーブルテレビ） 

・電気通信事業（高速インターネット接続サービス・電話サービス） 
〔資 本 金〕 ２，４４７，０００千円 

＜うち本市出資額 ４４，９００千円（１．８％）＞ 
※議決権比率は２．５％ 

〔決 算 期〕 毎年 12月 31日 
〔本 市 所 管〕 総務市民局情報政策室（Tel ０９３－５８２－２１４４） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）１ 有形固定資産の減価償却累計額 
  電気通信事業 359 百万円  
ケーブルテレビ事業 4,034 百万円 

２ １株あたりの当期純利益 6,762 円 7銭 
３ 商法施行規則第 92条の差額 6,111 百万円 
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株式会社日本宝くじシステム 
 

〔設 立〕 平成 4年 5月 1日 
〔所 在 地〕 東京都中央区京橋２－５－７ 

Tel ０３－５１５９－３５００ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 遠藤 安彦 
〔目的・事業〕 ・宝くじに関する調査・研究の受託   

・宝くじの販売システムの開発及び管理 
・宝くじの販売に関するコンサルタント 等 

〔資 本 金〕 １２４，０００千円 
＜うち本市出資額 ２，０００千円（１．６％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 財政局財務部財政課（Tel ０９３－５８２－２００３） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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株式会社テレビ西日本 
 

〔設 立〕 昭和 33年 4月 1日 
〔所 在 地〕 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－２ 

Tel  ０９２－８５２－５５５５ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 寺﨑 一雄 
〔目的・事業〕 放送時間の販売及び放送番組の製作・販売 
〔資 本 金〕 ３５２，５００千円 

＜うち本市出資額 ３，０００千円（０.９％）＞ 
〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 財政局財務部財産活用推進課（Tel ０９３－５８２－２００７） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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株式会社サンアクアトートー 
 

〔設 立〕 平成 5年２月 26日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉南区舞ヶ丘１－２－１ 

Tel  ０９３－９６４－０１４１ 
〔代 表 者〕 代表取締役 大場 洋一 
〔目的・事業〕 第３セクター方式による重度障害者雇用企業として、ノーマライゼー

ションの理念に基づき、直ちに就職することが困難な重度の心身障害者
の雇用の場を確保する。 
 ・水栓金具等の製品・部品の加工・組立 
 ・印刷物の版下制作 等 

〔資 本 金〕 ６０，０００千円 
＜うち本市出資額 １２，０００千円（２０.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 保健福祉局障害福祉部障害福祉課（Tel ０９３－５８２－２４２４） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 



 

株式会社サンアンドホープ 
 

〔設 立〕 平成 9年 6月 5日 
〔所 在 地〕 北九州市門司区大字猿喰１１５７－２ 

Tel  ０９３－４８１－１６１６ 
〔代 表 者〕 代表取締役 松本 忠興 
〔目的・事業〕  ノーマライゼーションの理念に基づいた新たな雇用の場を創設し、

地域社会や地域経済との密接な連携のもとに知的障害者の雇用を積極
的に進めるため、第３セクター方式による知的障害者雇用企業を設立
した。 

       ・家庭園芸肥料・用土の製造販売 
       ・園芸用資材販売 等 
〔資 本 金〕 ２７０，０００千円 

＜うち本市出資額 １２，０００千円（４.４％）＞ 
〔決 算 期〕 毎年 6月 30日 
〔本 市 所 管〕 保健福祉局障害福祉部障害福祉課（Tel ０９３－５８２－２４２４） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
 

 



 

西日本ペットボトルリサイクル株式会社 
 

〔設 立〕 平成 9年 4月 1日 
〔所 在 地〕 北九州市若松区響町１－６２ 

Tel  ０９３－７６１－７７３３ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 鹿子木 公春 
〔目的・事業〕・再商品化の原材料となるペットボトルの引取・運搬・保管 

・前号のペットボトルの再生処理加工による製品の製造および、その製
品の運搬並びに販売 
・前各号で使用される自社保有設備等を活用した廃プラスチックの再商
品化に関する事業 

〔資 本 金〕 １００，０００千円 
＜うち本市出資額 ５，０００千円（５.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 環境局環境経済部環境産業政策室（Tel ０９３－５８２－２６３０） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
 

 



 

株式会社エフエム九州 
 

〔設 立〕 平成 4年 12月 9日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉北区古船場町９－１１ 

Tel  ０９３－５５１－０７７０ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 山本 綱夫 
〔目的・事業〕 ・ 放送法による一般放送事業 

・ 放送番組の制作および販売 
・ 放送時間の販売 等 

〔資 本 金〕 １００，０００千円 
＜うち本市出資額 １，０００千円（１.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 産業学術振興局産業誘致部誘致課（Tel ０９３－５８２－２０６５） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
 

 



 

株式会社メイト黒崎 
 

〔設 立〕 昭和 54年 3月 26 日 
〔所 在 地〕 北九州市八幡西区黒崎１－１－１ 

Tel  ０９３－６４１－４０７７ 
〔代 表 者〕 代表取締役 髙田 賢一郎 
〔目的・事業〕・土地建物その他不動産の売買、賃貸借、その仲介 

・駐車場の運営管理 
・煙草その他専売品の販売 等 

〔資 本 金〕 １，３０８，０００千円 
＜うち本市出資額 ５，０００千円（０.４％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 2月末日 
〔本 市 所 管〕 産業学術振興局地域産業部商業振興課（Tel ０９３－５８２－２３３７） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
 

 

 



 

株式会社九州国際エフエム 
 

〔設 立〕 平成 8年 8月 22日 
〔所 在 地〕 福岡市中央区天神２－５－３５ 

Tel ０９２－７２４－７６１０ 
〔代 表 者〕 代表取締役 右田 喜章 
〔目的・事業〕 国際交流の増進を目的として、外国語放送を通じて日本人及び本邦に居

住又は滞在する多くの国籍の外国人が互いの国の文化、産業、その他の事
情を理解することに資する。 
 ・放送法による外国語超短波放送事業 
 ・放送番組の制作並びに販売 
 ・出版、録音、各種催事等の業務及び販売 等 

〔資 本 金〕 ４９９，０００千円 
＜うち本市出資額 １７，０５０千円（３.４％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 経済文化局文化国際部国際交流課（Tel ０９３－５８２－２１６２） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 

 



 

ハートランド平尾台株式会社 
 

〔設 立〕 平成 8年 4月 1日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉南区平尾台１－１－１ 

Tel ０９３－４５２－２７１５ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 清本 隆敏 
〔目的・事業〕 平尾台の自然保護や地域の振興に配慮しながら、市民に親しまれる平尾

台の自然を生かした憩いの場を提供していく。 
〔資 本 金〕 ３６４，８００千円 

＜うち本市出資額 ８８，２００千円（２４.２％）＞ 
〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 建設局公園緑地部公園管理課（Tel ０９３－５８２－２４６４） 
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【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
 

 



 

北九州紫川開発株式会社 
 

〔設 立〕 平成 11年 5月 24 日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉北区室町１－２－１１ 

Tel ０９３－５７１－８７００ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 井上 哲哉 
〔目的・事業〕 北九州市の都心形成推進を目指し実施された室町一丁目地区第一種市街

地再開発事業により建設された再開発ビル（リバーウォーク北九州）の保
留床のうち、専門店街や駐車場などを取得し、管理運営を行う。 

〔資 本 金〕 ６，２２５，０００千円 
＜うち本市出資額 １，５２６，４００千円（２４.５％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 建築都市局整備部再開発課（Tel ０９３－５８２－２４５４） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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黒崎ターミナルビル株式会社 
 

〔設 立〕 平成 9年 8月 22日 
〔所 在 地〕 北九州市八幡西区黒崎 3－15－3 

Tel ０９３－６４５－９５００ 
〔代 表 者〕 代表取締役 清本 隆敏 
〔目的・事業〕 黒崎駅西地区第一種市街地再開発事業により建設された施設建築物の保

留床のうち、商業施設と駐車場の一部を取得し、管理運営する。 
・不動産の売買、交換、賃貸借及び仲介 
・都市開発、地域開発に関する調査、企画、設計、管理の請負 
・駐車場の経営 等 

〔資 本 金〕 ６００，０００千円 
＜うち本市出資額 １２０，０００千円（２０.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 建築都市局整備部再開発課（Tel ０９３－５８２－２４５４） 
 

※平成 15年 6月 2日破産宣告 
（平成 18年 12月 1日現在、破産手続き中) 
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門司港開発株式会社 
 

〔設 立〕 平成 7年 12月 6日 
〔所 在 地〕 北九州市門司区港町９－１１ 

Tel ０９３－３３１－０１１１ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 甲斐 勲 
〔目的・事業〕 門司港レトロ地区における賑わいの空間として、更には港湾業務及び市

民の活動拠点とするため、ホテル、港湾業務ビル及び商業施設の建設、
運営、管理を行う。 
 ・ホテル、レストランの運営 
 ・オフィスビル等不動産の所有、賃貸、管理 
 ・各種イベントの企画、構成、運営 等 

〔資 本 金〕 １，５７２，５００千円 
＜うち本市出資額 ３７５，０００千円（２３.８％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 港湾空港局総務港営部総務経営課（Tel ０９３－３２１－５９３９） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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ひびきコンテナターミナル株式会社 
 

〔設 立〕 平成 16年 1月 26 日 
〔所 在 地〕 北九州市若松区響町三丁目地先 

Tel ０９３－７５２－０８８８ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 久保 昌三 
〔目的・事業〕 ・コンテナターミナル及びそれに付随する関連施設の運営及び管理 

・各種荷役機械の保有及び貸与 
・コンテナターミナル内及びそれに付随する関連施設内の貨物管理及び
配送 

・海上運送法上の海運代理店業 
・コンテナの洗浄及び保管管理 
・北九州港振興のための調査及び研究並びに情報の提供 
・上記業務に付帯する事業 

〔資 本 金〕 １，０００，０００千円 
＜うち本市出資額 １００，０００千円（１０.０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 港湾空港局営業部物流振興課（Tel ０９３－５８２－２７８９） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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小倉国際流通センター株式会社 
 

〔設 立〕 平成 9年 9月 25日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉北区西港町１０９－２ 

Tel ０９３－５７１－７７５５ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 手嶋 秀晃 
〔目的・事業〕  経済性を重視したコスト競争力のある物流高度化倉庫を整備すること

により、市内・広域の物流事業の拡大を図るとともに、当地区の物流機
能の発展に寄与する。 
・不動産賃貸業 
・北九州港における物流機能の整備についての調査研究 
・北九州港への航路誘致、集貨のための情報収集、調査研究等 

〔資 本 金〕 ４６５，０００千円 
＜うち本市出資額 ２０，０００千円（４.３％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 港湾空港局総務港営部港営課（Tel ０９３－３２１－５９３２） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
 

〔設 立〕 平成 3年 8月 14日 
〔所 在 地〕 東京都千代田区永田町２－１１－１ 

Tel ０３－５１５６－１１１１ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 中村 維夫 
〔目的・事業〕 電気通信事業 
〔資 本 金〕 ９４９，６７９，５００千円 

＜うち本市出資額 ３，７９９千円（０．０００４％）＞ 
〔決 算 期〕 毎年 3月 31日 
〔本 市 所 管〕 港湾空港局総務港営部港営課（Tel ０９３－３２１－５９３２） 
＊ドコモ・センツウ株式会社の株式を所有していたが、同社がエヌ・ティ・ティ・ドコモ株式
との株式交換により完全子会社となった。これによりエヌ・ティ・ティ・ドコモ株式を保有す
ることとなった。（平成15年８月４日） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 

 

 - 199 -



 

北九州野球株式会社 
 

〔設 立〕 昭和 63年 11月 16 日 
〔所 在 地〕 北九州市小倉北区三萩野２－１０－１ 

Tel ０９３－９４１－７７７０ 
〔代 表 者〕 代表取締役社長 小野 昭治 
〔目的・事業〕 ・プロ野球公式戦等の興行 

・北九州市民球場内の各種催し物に関する業務 
・北九州市民球場内の食料品、野球用品、各球団マスコット・グッズ等
販売に関する事務 等 

〔資 本 金〕 ５０，０００千円 
＜うち本市出資額 ２，０００千円（４．０％）＞ 

〔決 算 期〕 毎年 10月 31日 
〔本 市 所 管〕 教育委員会生涯学習部体育課（Tel ０９３－５８２－２３９５） 

 

【資産・収支の状況（平成 17年度決算）】 
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