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 平成 25年 1月 7 日 

各 位 

会 社 名 株式会社サガミチェーン 

代表者名 代表取締役社長 鎌田 敏行 

（コード番号：9900 東証・名証第一部） 

問合せ先 取締役管理担当 長屋  昇 

      TEL.  052-771-2126 

 

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 25年 1 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己

株式の処分を行なうこと（以下「本自己株式処分」といいます。）について決議いたしましたの

で、お知らせいたします。 

記 

1．処分要領 
（1）処 分 期 日 平成 25年 1 月 24日 

（2）処 分 株 式 数 普通株式 593,000 株 

（3）処 分 価 額 1 株につき 637円 

（4）資 金 調 達 の 額 377,741,000 円 

（5）処 分 方 法 第三者割当による処分 

（6）処 分 予 定 先 

株式会社昭和          200,000 株  （127,400,000 円） 

昭和冷蔵株式会社        150,000 株  （95,550,000 円） 

アサヒビール株式会社      100,000 株  （63,700,000 円） 

株式会社折兼          50,000 株  （31,850,000 円） 

福島鰹株式会社                  45,000 株   （28,665,000 円） 

イワイ通商株式会社       28,000 株   （17,836,000 円） 

株式会社三忠           20,000 株   （12,740,000 円） 

（7）処分後の自己株式 524株 

（8）そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発

生を条件としております。 
 
2．処分の目的及び理由 

 外食産業では景気低迷やデフレ経済の影響によって飲食需要の伸び悩みがあり、先行きの不透

明感が増しております。また、国内の人口減少や少子高齢化が進展しており、外食ニーズの多様

化、内食・中食市場の拡大、若年層の飲酒需要の減少など、外食市場は構造的な転換期にあり、

新しい顧客層や消費者ニーズの開拓に向けた企業間競争が激化しております。 

 このような環境のもと当社グループは、「グループ経営の強化」、「科学的経営の推進」、「研修

制度の拡充」を柱に取り組んでおり、具体的には商材調達、メニュー及び販売促進政策の見直し、

適正人員配置等での効率経営を推し進めた結果、グループ全体のＦＬＲ（食材費、人件費、賃料）
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比率は平成 25 年 3 月期第３四半期において、前年同期比で 1.8％の改善となりました。 

そのような中、保有する自己株式の活用方法について様々な観点から検討を重ねてまいりまし

たが、当社が将来に向けて更なる発展を図るためには、取引先との関係強化及び自己資本の充実

が不可欠であり、そのことを目的として自己株式を割当てる戦略方針に至りました。上記の戦略

方針に従い、協力関係先を模索してまいりましたが、当社と従来から取引のある株式会社昭和、

昭和冷蔵株式会社、アサヒビール株式会社、株式会社折兼、福島鰹株式会社、イワイ通商株式会

社、株式会社三忠を処分予定先として自己株式を処分することにより取引関係を強化し、お互い

の強みの有効活用を図ることが最適であるとの結論に至りました。当社はこれにより飲食事業に

おける業界情報や営業ノウハウを共有化し、更なる発展に向けた経営戦略を講じて参りたいと考

えております。 

 
3．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1）調達する資金の額（差引手取概算額） 

   処分の総額         377,741,000 円 

   発行諸費用の概算額        1,200,000 円 

   差引手取概算額       376,541,000 円 

 
（2）調達する資金の具体的な使途 

  平成 26 年 3 月期の設備投資計画は、国内では都心・副都心を中心に 6 店舗の新規出店、海

外につきましては 3 店舗の新規出店を予定しております。国内での新規出店資金は 1 店舗に

つき 60 百万円～70 百万円、海外での新規出店資金は 1 店舗につき 20 百万円前後を見込んで

おり、新規出店合計 9 店舗における資金として 440 百万円を見込んでおります。既存店の改

装も含む設備投資 320 百万円と合わせて総額 760 百万円を計画しており、本自己株式処分に

よる調達する資金 376,541,000 円は上記設備投資資金の一部に充当する計画となっておりま

す。 

【平成 26 年 3 月期設備投資計画】 

＊本自己株式処分により調達する資金は、平成 26 年 3 月期設備投資計画の資金の一部に充当

する計画となっております。  

＊平成 26 年 3 月期設備投資計画にて不足する資金は自己資金及び借入資金で充当します。 

＊設備投資時期は平成 25 年 4 月 1 日より平成 26 年 3 月 31 日までを予定しております。 

 

 

新規出店 
国内 6 店舗 1 店舗につき 60 百万円～70 百万円 
海外 3 店舗 1 店舗につき 20 百万円 

設備投資 
新規出店国内外 9 店舗 総額 440 百万円 
既存店の改装も含むその他設備投資 総額 320 百万円 
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4．資金使途の合理性に関する考え方 

本自己株式処分により調達する資金は、当社グループの継続的な成長を確保するため、既存店

の改装も含む設備投資及び国内外の新規出店費用に充当するものであります。当社グループの中

核事業である外食事業において、成長性を確保していくためには、既存店の活性化が必要不可欠

であり、また国内外の新規出店につきましては、事業拡大及び成長戦略を推し進めていくための

ものであります。これに加えまして本自己株式処分は、自己資本の充実を図ることも目的として

おり、本自己株式処分により調達する資金の使途は当社の業務運営に資するものであることから、

合理性のあるものと考えております。 

 
5．処分条件等の合理性 

（1）処分価格の算定根拠及びその具体的内容 

   処分価格につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議の前 3 ヶ月間（平成 24 年 10

月 5 日から平成 25 年 1 月 4 日まで）の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値平

均である 637 円（円未満切捨て）といたしました。 

   直近 3 ヶ月間の当社株式の終値の平均値を採用した理由は、当社株式が特定日を除き市場

における取引高が少なく、株価の短期的な変動より一定期間の標準化された値を基準とする

ことにより恣意性を排除でき、また処分予定先は当社株式の中長期保有を目的とした安定株

主であることから、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断いたしました。 

   特定の一時点を採用することにつきましては一時的な株価の変動を受ける可能性があり、

直近 1 ヵ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにつきましても、年末年始の影響で

直近 2 週間の取引日が 5 日間と少なく、直近 6 ヵ月間の当社株式の終値の平均値を採用する

ことにつきましては、算定期間が長期間（平成 24 年 7 月 5 日～平成 25 年 1 月 4 日）であり、

特に平成 24 年 8 月 27 日に発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」が平均株価の算定

期間内に該当することは、当社として合理的ではないと判断いたしました。                           

なお、処分価格 637 円（円未満切捨て）については、処分に係る取締役会決議日の直前取

引日（平成 25 年 1 月 4 日）の終値 666 円との乖離率が△4.35％、同決議日の直前 1 ヶ月間

（平成 24 年 12 月 5 日から平成 25 年 1 月 4 日まで）の終値平均値である 659 円（円未満切

捨て）との乖離率が△3.33％、同決議日の直前 6 ヶ月間（平成 24 年 7 月 5 日から平成 25 年

1 月 4 日まで）の終値の平均値である 635 円（円未満切捨て）との乖離率は＋0.31％となっ

ております。上記処分価格の算定根拠は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関

する指針（平成 22 年 4 月 1 日）」に準拠するものであり、特に有利な処分価格には該当しな

いものと判断しております。 

   また、上記処分価格については、監査役全員（うち社外監査役 2 名）が、特に有利な処分

価格には該当しない旨の意見を表明しております。 
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（2）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

  本自己株式処分の株式数は 593,000 株であり、当社の発行済株式総数の 2.37％、総議決権

数の 2.45％となりますが、本自己株式処分は株式会社昭和、昭和冷蔵株式会社、アサヒビー

ル株式会社、株式会社折兼、福島鰹株式会社、イワイ通商株式会社、株式会社三忠との関係

強化及び自己資本の充実を目的に行うものであることから、当社企業グループは食材の安定

供給と収益基盤強化による企業価値の向上に繋がるとともに、既存株主の皆様の利益向上に

も必ず資するものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると考えて

おります。 

 
6．処分予定先の選定理由等 

(１) 処分予定先の概要                      （平成 24年 3月 31日現在） 

(１) 名称 株式会社昭和 

(２) 本店所在地 愛知県名古屋市熱田区明野町2番3号 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 青山 和曉 

(４) 事業内容 一般食品、砂糖、冷凍食品、塩干魚、冷凍魚、鰻、練製品、惣菜、乾物、珍味、業務

用食品、酒類およびギフト品等を取り扱う総合食品卸売業 

(５) 資本金 9億6,000万円 

(６) 設立年月日 昭和36年4月 

(７) 発行済株式数 1,920,000株 

(８) 決算期 3月31日 

(９) 従業員数 474名 

(10) 主要取引先 株式会社ユニー、カネ美食品株式会社、株式会社アオキスーパー 

(11) 主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 株式会社甲子寅                          56.73 ％ 

伊藤忠商事株式会社                        20.00 ％ 

昭友会                              10.00 ％ 

青山 和曉                             5.74 ％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 当該会社は当社議決権を279個有しております。 

人的関係 当該会社から当社子会社へ2名職員の出向があります。 

取引関係 当該会社から業務用食材を仕入れております。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 

売上高 160,259百万円 161,057百万円 160,078百万円 

営業利益     558百万円     648百万円     492百万円 

経常利益     818百万円     962百万円     859百万円 
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当期純利益     411百万円     472百万円     462百万円 

1株当たり当期純利益      214.43円      246.17円      240.98円 

1株当たり配当金          50円          49円          72円 

純資産   7,327百万円   7,651百万円   8,190百万円 

総資産  32,767百万円  34,209百万円  38,139百万円 

1株当たり純資産     3816.20円    3,985.11円    4,265.86円 

 

                                 （平成24年3月31日現在） 

(１) 名称 昭和冷蔵株式会社 

(２) 本店所在地 愛知県稲沢市福島町中之町80番地 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 神野 厚志 

(４) 事業内容 冷凍・冷蔵及び普通倉庫業 

(５) 資本金 9,600万円 

(６) 設立年月日 昭和48年10月 

(７) 発行済株式数 192,000株 

(８) 決算期 3月31日 

(９) 従業員数 144名 

(10) 主要取引先 株式会社昭和、株式会社サガミチェーン 

(11) 主要取引銀行 名古屋銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 株式会社昭和 100％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社から、食材・備品・消耗品の仕分・配送で取引があります。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 

売上高 10,907百万円 11,391百万円 11,903百万円 

営業利益    110百万円    218百万円     66百万円 

経常利益    155百万円    270百万円    136百万円 

当期純利益     65百万円    116百万円    164百万円 

1株当たり当期純利益     340.13円     605.04円     854.55円 

1株当たり配当金        170円        302円        427円 

純資産    384百万円    468百万円    574百万円 

総資産  4,565百万円  4,707百万円  4,844百万円 

1株当たり純資産   2,002.99円   2,438.03円    2,990.59円 
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                                  （平成24年7月1日現在） 

(１) 名称 アサヒビール株式会社 

(２) 本店所在地 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 小路 明善 

(４) 事業内容 酒類の製造及び販売 

(５) 資本金 20,000百万円 

(６) 設立年月日 平成22年8月10日 

(７) 発行済株式数 500,000株 

(８) 決算期 12月31日 

(９) 従業員数 3,145人（平成23年12月31日現在） 

(10) 主要取引先 国分株式会社、伊藤忠食品株式会社 

(11) 主要取引銀行 三井住友銀行、みずほコーポレート銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 アサヒグループホールディングス株式会社 100％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 当該会社は、当社議決権を82個有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社が販売する商品を酒販店経由で仕入れております。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 － －   412,655百万円 

営業利益 － －    31,474百万円 

経常利益 － －    46,562百万円 

当期純利益 － －    21,841百万円 

1株当たり当期純利益 － －         46.92円 

1株当たり配当金 － －         25.00円 

純資産 － －   521,065百万円 

総資産 － － 1,086,914百万円 

1株当たり純資産 － －      1,119.04円 

＊当該処分予定先は、平成23年7月1日に持株会社化を行っており、平成23年12月期の経営成績は平成23年7月1日から平

成23年12月31日までの数値内容を記載してあります。 
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 （平成24年6月30日現在） 

(１) 名称 株式会社折兼 

(２) 本店所在地 愛知県名古屋市西区名駅二丁目５番５号 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 伊藤 崇雄 

(４) 事業内容 食品包装容器、資材、衛生関連商品、環境対応品、厨房用品及び包装機械等のトータ

ル販売等 

(５) 資本金 9,600万円 

(６) 設立年月日 昭和27年7月1日 

(７) 発行済株式数 192,000株 

(８) 決算期 6月30日 

(９) 従業員数 248名（パート社員含む） 

(10) 主要取引先 外食産業、スーパーマーケット、食品工場  

(11) 主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 有限会社 イトシン                         16.5 ％ 

伊藤 進康                                                         12.3 ％ 

伊藤 崇雄                                                         11.7 ％ 

折兼持株会                             11.3 ％ 

伊藤 園子                              7.5 ％ 

伊藤 維雄                             6.1 ％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 当該会社は、当社議決権を26個有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社から、食材・備品・消耗品の仕分・配送で取引があります。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成22年6月期 平成23年6月期 平成24年6月期 

売上高  18,738百万円   19,413百万円  20,200百万円 

営業利益    979百万円    957百万円    906百万円 

経常利益   1,083百万円   1,113百万円    1,068百万円 

当期純利益     567百万円    611百万円      584百万円 

1株当たり当期純利益           2,954円       3,184円            3,045円 

1株当たり配当金              50円         50円              150円 

純資産   7,635百万円   7,997百万円    8,605百万円 

総資産  10,279百万円   10,956百万円   11,530百万円 

1株当たり純資産          39,768.21円       41,652.81円           44,822.10円 

＊当該処分予定先は自己株式を34.1％保有しています。 
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            （平成24年5月31日現在） 

(１) 名称 福島鰹株式会社 

(２) 本店所在地 京都府京都市中京区堺町通御池上ル扇屋町661番地 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 宇田 弘 

(４) 事業内容 鰹節製造卸売および業務用食品卸売 

(５) 資本金 3,500万円 

(６) 設立年月日 昭和25年6月24日 

(７) 発行済株式数 35,000株 

(８) 決算期 5月31日 

(９) 従業員数 112名 

(10) 主要取引先 ㈱ちから ㈱グルメ杵屋 ㈱本家尾張屋 ㈱のらや 

(11) 主要取引銀行 みずほ銀行 京都銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 福島 さくら                           7.88 ％ 

従業員持株会                           5.72 ％ 

福島 武彦                            5.65 ％                        

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社が販売する削節を仕入れております。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期 

売上高  4,528百万円 4,671百万円 5,036百万円 

営業利益 166百万円 189百万円 193百万円 

経常利益 173百万円 211百万円 228百万円 

当期純利益 59百万円 82百万円 87百万円 

1株当たり当期純利益 1,702円 2,352円 2,488円 

1株当たり配当金 150円 200円 150円 

純資産 1,879百万円 1,954百万円 2,036百万円 

総資産 3,158百万円 3,139百万円 3,277百万円 

1株当たり純資産 53,699.35円 55,852.31円 58,191.06円 
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                                   （平成24年6月30日現在） 

(１) 名称 イワイ通商株式会社 

(２) 本店所在地 北海道旭川市二条通二十二丁目1番地の64 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 岩井 隆行 

(４) 事業内容 食料品、加工品、内外物資の輸入及び販売業 

(５) 資本金 100万円 

(６) 設立年月日 平成22年7月1日 

(７) 発行済株式数 100株 

(８) 決算期 6月30日 

(９) 従業員数 1名 

(10) 主要取引先 株式会社昭和、清水食品株式会社、株式会社サガミチェーン 

(11) 主要取引銀行 みずほ銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 岩井隆行    100％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社が販売する水産商品、加工品を仕入れております。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近３年間の経営成績（個別） 

決算期 平成22年6月期 平成23年6月期 平成24年6月期 

売上高 － 2,510万円 3,463万円 

営業利益 － 150万円 82万円 

経常利益 － 337万円 228万円 

当期純利益 － 240万円 172万円 

1株当たり当期純利益 － 24,026円 17,284円 

1株当たり配当金 － － － 

純資産 － 340万円 513万円 

総資産 － 476万円 613万円 

1株当たり純資産 － 34,026.33円 51,311.04円 
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                                   （平成23年12月31日現在） 

＊尚、処分予定先及び処分予定先関係者が反社会的勢力でない旨、反社会的勢力が運営又は経営に関与し

ていない旨、反社会的勢力と意図的に取引関係を有していない旨を直接面談する方法並びに関連情報の

インターネット検索により確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取

(１) 名称 株式会社三忠 

(２) 本店所在地 東京都江東区佐賀一丁目11番3号 

(３) 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 田村 光司 

(４) 事業内容 内外穀物、製餡原料、製油醸造原料、玄蕎麦、冷凍タコ、タコ焼、胡麻         

落花生の直輸入卸商 

(５) 資本金 8,500万円 

(６) 設立年月日 昭和27年4月23日 

(７) 発行済株式数 170,000株 

(８) 決算期 12月31日 

(９) 従業員数 10名 

(10) 主要取引先 三菱商事、住友商事、三井物産、豊田通商、川商フーズ、伊藤忠商事、全国製餡業者

（約100社）、山崎製パン、全国蕎麦製粉業者（約100社）、その他煮豆、煎豆、製油、

味噌、醤油、豆腐製造業者 

(11) 主要取引銀行 みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行 

(12) 大株主及び持ち株比率 田村 光司                             31.65 ％    

田村 貴彦                             14.88 ％ 

有賀 幹雄                                                         13.06 ％ 

飯塚 康夫                             11.43  ％ 

菅 健人                               5.49  ％ 

(13) 当事会社の関係 

 資本関係 当該会社は、当社議決権を4個有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社を通じて蕎麦の実を仕入れております。 

関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

(14) 最近3年間の経営成績（個別） 

決算期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売上高 2,893百万円 3,634百万円 4,296百万円 

営業利益  132百万円  108百万円   170百万円 

経常利益 128百万円  133百万円   206百万円 

当期純利益 △245百万円   4百万円     58百万円 

1株当たり当期純利益    △1,445円        26円            346円 

1株当たり配当金 － － － 

純資産  122百万円   127百万円    186百万円 

総資産 2,200百万円 2,382百万円 2,153百万円 

1株当たり純資産      721.34円           747.68円         1,094.22円 
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引所に提出しております。また、上記とは別に各処分予定先会社につきましては、第三者の信用調査機

関である株式会社東京商工リサーチ（東京都千代田区大手町 1-3-1 代表取締役社長 菊池 昭一）に調

査を依頼しました。その調査結果として、当該処分予定先及び処分予定先関係者についても反社会的勢

力との関わりを示す情報などは掌握されていないため、反社会的勢力と関わりのあるものではないと判

断される旨の報告を平成 24 年 12 月 20 日までに受けております。 
 

(２) 処分予定先を選定した理由 

本自己株式処分によって、取引先との関係及び収益基盤を強化するとともに自己資本の充実

を図ることを目的として、下記取引先に依頼させていただきました。その結果、快諾を頂き、

今回の自己株式の処分予定先に選定いたしました。 

【処分予定先個別選定理由】 
会社名 理由 

株式会社昭和 エビ、水産物の安定供給と更なる関係強化 

昭和冷蔵株式会社 各食材の集荷、店舗配送業務における更なる関係強化 

アサヒビール株式会社 酒類、飲料の安定的な取引と更なる関係強化 

株式会社折兼 洗剤・店舗備品、消耗品の集荷における更なる関係強化 

福島鰹株式会社 削節の安定供給と更なる関係強化 

イワイ通商株式会社 カニ、うに、いくら等の安定供給と更なる関係強化 

株式会社三忠 蕎麦の実の安定供給と更なる関係強化 

 
(３) 処分予定先の方針 

  当社は、各処分予定先会社から、一層の関係強化と中長期的に継続して当社株式を保有する

意向である旨の報告を受けております。また、各処分予定先会社に対して、自己株式処分の期

日（平成 25 年 1 月 24 日）から 2 年間において、本自己株処分により取得した当社株式の全

部または一部を譲渡する場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲

渡価額、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに当社に書面にて報告すること、及び当社が当該報

告内容等を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供され

ることに同意する旨の確約書を取得する内諾を得ております。 

 
(４) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

  当社は、各処分予定先に対して本自己株式処分に要する財産の存在について以下の内容で確

認いたしました。株式会社昭和からは本自己株式処分に要する資金について面談時に自己資金

にて行う旨を口頭で受け、更には当座勘定照合表並びに金融機関発行の残高証明書（平成 24

年 12 月 18 日現在）を確認しております。昭和冷蔵株式会社からは本自己株式処分に要する

資金は面談時に金融機関からの借入れにより行う予定であり、金融機関発行の残高証明書（平

成 24 年 12 月 11 日現在）にて 4 億円の当座貸越融資枠があることを確認しております。アサ

ヒビール株式会社からは本自己株式処分に要する資金は同社の親会社であるアサヒグループ
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ホールディングス株式会社からの資金提供を受ける旨を書面にて確認しており、更にはアサヒ

グループホールディングス株式会社についても平成 24 年 12 月期第 3 四半期報告書より経営

成績及び財務状況を確認しております。株式会社折兼からは面談時に本自己株式処分に要する

資金は自己資金にて行う旨を口頭で受け、更には預金通帳のコピー並びに金融機関発行の残高

証明書（平成 24 年 12 月 18 日現在）を確認しております。福島鰹株式会社からは本自己株式

処分に要する資金は面談時に自己資金にて行う旨を口頭で受け、更には預金通帳のコピー並び

に金融機関発行の残高証明書（平成 24 年 12 月 14 日現在）を確認しております。イワイ通商

株式会社からは本自己株式処分に要する資金は代表取締役である岩井隆行氏が経営する別会

社の旭川駅立売株式会社からの立替金にて行う旨を受け、イワイ通商株式会社の預金通帳のコ

ピー並びに金融機関発行の残高証明書（平成 24 年 12 月 14 日現在）を確認しております。な

お、旭川駅立売株式会社は北海道旭川駅構内において立売営業及び売店経営、更には国内百貨

店にて産直駅弁の販売並びに実演販売を行っております。当社は過去 2 年間の旭川駅立売株

式会社の財務諸表の提出を受け、現預金が潤沢にあることを確認しております。株式会社三忠

からは本自己株式処分に要する資金は面談時に自己資金にて行う旨を口頭で受け、更には当座

勘定照合表並びに金融機関発行の残高証明書（平成 24 年 12 月 17 日現在）を確認しておりま

す。 

以上により、当社は各処分予定先会社が本自己株式処分の払込に要する資金を上回る十分な

現預金を有していることを確認しており、払込に要する資金については問題ないと判断してお

ります。 
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7．処分後の大株主及び持株比率 

氏名又は名称 住所 
所有株式

数（千株） 

総議決権数

に対する所

有議決権の

割合 

処分後

の所有

株式数

（千株） 

処分後の

総議決権

数に対す

る所有議

決権数の

割合 

昭和産業株式会社 
東京都千代田区内神田二丁目

２－１ 
999 4.13% 999 4.04% 

北 村 昌 夫 名古屋市東区 795 3.29% 795 3.21% 

岩 月 康 之 名古屋市東区 764 3.16% 764 3.09% 

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄三丁目14-12 749 3.10% 749 3.03% 

株式会社昭和 名古屋市熱田区明野町2番3号 279 1.15% 479 1.94% 

栗 本 美 子 名古屋市天白区 460 1.90% 460 1.86% 

サガミ共栄会 
名古屋市守山区森孝一丁目

1709 
456 1.89% 456 1.84% 

第一生命保険株式会社 
東京都千代田区有楽町一丁目

13-１ 
399 1.65% 399 1.61% 

大 嶋 つき子 愛知県尾張旭市 375 1.55% 375 1.51% 

株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行 

東京都千代田区丸の内二丁目

7-1 
310 1.28% 310 1.25% 

計 － 5,590 23.12% 5,790 23.37% 

(注) １ 平成24年7月20日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

２ 「処分後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成24年7月20日現在の総議決件数

に本株式に係る議決権の数593個を加えた数を分母として算定し、小数点以下第三位を四捨五

入しております。 

３ 株式会社昭和の所有株式数には、サガミ共栄会名義で所有する株式55千株を加え、サガミ共栄

会の所有株式数から同株式数を控除して表示してあります。 

 

８．今後の見通し 

  本自己株式処分による平成 25年 3 月期の業績に与える影響は軽微と予想しております。 

 
９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

  本件第三者割当は、①希薄化の規模が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うもので

はないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432条及び名古屋証券取引所の

定める適時開示等規則第 34 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続き

は要しません。 
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10．最近 3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(１) 過去 3年間の業績（連結） 

 平成 22年 1 月期 平成 23年 1 月期 平成 24年 1 月期 

連結売上高 22,228百万円 20,134百万円 19,561百万円 

連結営業利益 △453百万円 △230百万円 43百万円 

連結経常利益 △426百万円 △204百万円 46百万円 

連結当期純利益 △2,925百万円 △1,220百万円 △742百万円 

1 株当たり連結当期純利益 △119円 97銭 △50円 07銭 △30円 44銭 

1 株当たり配当金 － － － 

1 株あたり連結純資産 471円 77銭 415円 92銭 382円 44銭 

 
(２) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 24年 7 月 20日現在） 

 株式数 発行株式数に対する比率 
発行済株式数 24,972,784株 100% 

現時点の転換価額（行使価額） 
における潜在株式数 － － 

下限値の転換価額（行使価額） 
における潜在株式数 － － 

上限値の転換価額（行使価額） 
における潜在株式数 － － 

 
(３) 最近の株価状況 

 ① 最近 3年間の状況 

 平成 22年 1 月期 平成 23年 1 月期 平成 24年 1 月期 

始 値 887 770 471 

高 値 949 770 549 

安 値 736 451 405 

終 値 774 470 517 

 ② 最近 6ヵ月間の状況 

 平成 24 年 

7 月 

 

8 月 

 

9 月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

始値 675 613 666 619 648 645 

高値 692 670 666 650 655 669 

安値 590 601 603 606 623 645 

終値 621 667 616 648 645 668 

 ③ 処分決議日の直前取引日における株価 

 平成 25年 1 月 4日現在 

始値 667 

高値 667 

安値 662 

終値 666 

 

(４) 最近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

  当該事項はありません。 



15 
 

12．処分要項 

(１) 処分期日 平成 25年 1 月 24日 

(２) 処分株式数 普通株式 593,000 株 

(３) 処分価額 1 株につき 637円 

(４) 資金調達の額 377,741,000 円 

(５) 募集又は処分方法 第三者割当による処分 

(６) 処分予定先 

株式会社昭和 昭和冷蔵株式会社 アサヒビール株式会社  

株式会社折兼  福島鰹株式会社  イワイ通商株式会社    

株式会社三忠 

(７) 処分後の自己株式 524株 

(８) その他 
本件の第三者割当については、金融商品取引法による届出の効

力発生を条件としております。 

 
以上 


