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平成 18 年 2 月 20 日 

各      位 

会 社 名  北沢産業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 尾崎 光行 

（コード番号 9930 東証第 1 部） 

問合せ先  常務取締役管理本部長 佐竹 隆司 

（TEL．03－5485－5020） 

 

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 

 

 平成 18 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のと

おり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．新株式発行要領 

(１)発 行 新 株 式 数             普通株式 1,950,000 株 

(２)発 行 価 額             1 株につき  金 430 円 

(３)発 行 価 額 の 総 額             838,500,000 円 

(４)資 本 組 入 額             1 株につき  金 215 円 

(５)資 本 組 入 額 の 総 額             419,250,000 円 

(６)申 込 期 間             自 平成 18 年 3 月 9 日(木曜日) 

               至 平成 18 年 3 月 10 日(金曜日) 

(７)払 込 期 日             平成 18 年 3 月 13 日(月曜日) 

(８)配 当 起 算 日             平成 17 年 10 月１日(土曜日) 

(９)新 株 券 交 付 日             平成 18 年 3 月 13 日(月曜日) 

(10)割 当 先 及 び 株 式 数              

  株式会社横浜銀行       450,000 株    株式会社きんでん       100,000 株 

  株式会社インテリックス        370,000 株    株式会社北陸銀行        96,000 株 

    ホシザキ電機株式会社      250,000 株    長迫 園子            70,000 株 

サンデン株式会社        234,000 株  石川島汎用機サービス株式会社  50,000 株 

    Eurotec Srl          200,000 株    尾崎 光行            20,000 株 

  株式会社丹青社        110,000 株 

(11)新株式の継続所有の取決めに関する事項 

  当社は割当先より、新株式の全部又は一部を発行日（平成 18 年 3 月 13 日(月曜日)）から 2 年

以内に譲渡した場合は、直ちにその内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。 

(12)前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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(注)発行価額の決定方法 

      当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近 3 ヶ月間（平成 17 年 11 月 18 日から平成 18

年 2 月 17 日まで）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値 428.51 円

及び同年2 月 17 日の終値463 円を参考として430 円（2 月 17 日終値に比してディスカウント率

7.13％）といたしました。 

 

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

 現在の発行済株式総数   21,868,257 株 

 増資による増加株式数       1,950,000 株 

   増資後発行済株式総数   23,818,257 株 

 

３．増資の理由及び資金の使途等 

(１)増資の理由 

当社は創業以来、業務用厨房業界発展の一翼を担う企業としての自負を基本に事業展開して

おり、今後も更なる事業の発展を目指して、日々経営努力を重ね活力ある企業づくりに取り組

んでおります。 

当社の更なる発展を目指すための施策の一環として、主要取引先などとの連携を深めること

や経営者の当社業績及び企業価値向上への責任と意識を明確にすることにより、業務用厨房事

業の収益基盤を強化し、事業の効率性を向上させ、また自己資本の充実及び財務体質の強化を

も目的として、今回の増資を決定いたしました。 

なお、今回の第三者割当増資資金は、設備更新に伴う能力の増強及び効率化、所有不動産の 
有効利用に活用します。 

  (２)増資調達資金の使途 
    今回の増資による調達額 838 百万円から、発行諸費用の概算額 10 百万円を差し引いた手取り

概算額 828 百万円のうち、700 百万円は埼玉県日高市の新流通センター建設資金として、残る

128 百万円を東京都渋谷区の賃貸ビル建設資金の一部に充当する予定です。 
(３)業績に与える見通し 

    今後の業績については、従来の予想と変わりありません。 

 
４．株主への利益配分等 

  (１)利益配分に関する基本方針 

    当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えており、安定的な
経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を維持しつつ、

業績に応じ積極的に株主の皆様に還元していくことを基本方針としております。 

(２)配当決定に当たっての考え方 
   配当性向に関する特定の基準等は設けておりませんが、配当水準につきましては、上記方針

に基づき、安定的な配当の継続を維持しつつ、業績に応じ積極的に株主の皆様に還元してまい

ります。 
(３)内部留保資金の使途 

内部留保資金は、引き続き将来の事業展開に向けた財務体質の強化や市場ニーズに応える商

品開発のための資金需要に備えるとともに、安定的な配当を通じて今後も株主の皆様のご期待
に添うべく努力してまいります。 
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５．過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

  (１)エクイティ・ファイナンスの状況 
   該当事項はございません。 

 (２)過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 
始 値 183円 160円 265円 335円 
高 値 205円 289円 419円 475円 
安 値 139円 154円 215円 306円 
終 値 160円 269円 340円 463円 
株価収益率 28.3 倍 － 24.4 倍 － 

   (注) 1.株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
2.平成 18 年 3 月期の株価については、平成 18 年 2 月 17 日現在で表示しています。 
3.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の 1 株当たり連結当期純利益で除した
数値です。 

4.平成 16 年 3 月期の株価収益率は当期純損失のため、平成 18 年 3 月期については未確

定のため記載しておりません。 
 

６．割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社横浜銀行 

割当株数 450,000株 

払込金額 193,500,000円 

住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1 号 

代表者の役職・氏名 頭取 小川 是 

資本の額(平成17年９月30日現在) 214,944百万円 

事業の内容 銀行業 
割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
  69,526千株  4.94% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 
  68,601千株  4.87％ 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済

業務室） 
36,531千株  2.59% 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 金融機関として預貯金の預入及び借入を受けております。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社インテリックス 

割当株数 370,000株 

払込金額 159,100,000円 

住所 東京都渋谷区道玄坂１丁目12 番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山本 卓也 

資本の額(平成17年11月30日現在) 535百万円 

事業の内容 不動産販売業 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年11月30日現在) 

山本 卓也                  30,685株  54.7％ 
株式会社イーアライアンス      5,000株   8.9％ 
インテリックス従業員持株会     2,130株   3.8％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 ホシザキ電機株式会社 

割当株数 250,000株 

払込金額 107,500,000円 

住所 愛知県豊明市栄町南館３番の 16 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 坂本 精志 

資本の額(平成17年５月31日現在) 3,200百万円 

事業の内容 厨房機器製造販売 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年５月31日現在) 

坂本商事株式会社              10,407千株  17.75％ 
財団法人ホシザキグリーン財団   5,800千株  9.90％ 
坂本 精志                  5,035千株   8.59％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 
同社グループの販売・メンテナンス会社をとおして業務用厨房
機器の売上及び仕入があります。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 
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割当予定先の氏名又は名称 サンデン株式会社 

割当株数 234,000株 

払込金額 100,620,000円 

住所 群馬県伊勢崎市寿町20 番地 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 早川 芳正 

資本の額(平成17年９月30日現在) 11,037百万円 

事業の内容 自動車機器製造販売 割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 
      8.370千株  5.96％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
      6,803千株  4.85％ 

株式会社みずほコーポレート銀行        
5,088千株  3.63％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
66,000株 

取引関係 業務用厨房機器の仕入があります。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 Ｅurotec Ｓrl 

割当株数 200,000株 

払込金額 86,000,000円 

住所 via Pontaccio, 10 20100 Milano, Italy  

代表者の氏名 Hans Juergen Buhk 

資本の額(平成18年2月8日現在) Euro 6,456,000(918百万円) 

事業の内容 業務用厨房機器の製造販売 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成18年2月8日現在) 

Premark International Holdings B.V. 100％ 
 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社丹青社 

割当株数 110,000株 

払込金額 47,300,000円 

住所 東京都台東区東上野５丁目２番２号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 亮 

資本の額(平成17年９月30日現在) 3,423百万円 

事業の内容 商業施設企画、施工 
割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

丹青社取引先持株会    1,275千株  5.75% 
丹青社従業員持株会    1,246千株  5.62％ 
株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 
           1,078千株  4.86％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社きんでん 

割当株数 100,000株 

払込金額 43,000,000円 

住所 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３番 41号 

代表者の氏名 代表取締役社長 中谷 修己 

資本の額(平成17年９月30日現在) 26,411百万円 

事業の内容 一般、電気配電工事 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

関西電力株式会社   88,905千株       33.41％ 
関電不動産株式会社  14,507千株       5.45％ 
きんでん従業員持株会 10,499千株       3.95％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 
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割当予定先の氏名又は名称 株式会社北陸銀行 

割当株数 96,000株 

払込金額 41,280,000円 

住所 富山県富山市堤町通り 1 丁目２番26 号 

代表者の役職・氏名 頭取 髙木 繁雄 

資本の額(平成17年９月30日現在) 140,409百万円 

事業の内容 銀行業 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ100％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

株式会社北陸銀行の持株会社である株式会社ほくほくフィナン
シャルグループの株式100,918株を保有している。 出資

関係 割当予定先が保有している当社
の株式の数 

1,077,000株 

取引関係 金融機関として預貯金の預入及び借入を受けております。 
当社との関係 

人的関係 出向受入１名。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 長迫 園子 

割当株数 70,000株 

払込金額 30,100,000円 

住所 東京都世田谷区上祖師谷 1 丁目27 番1号 

代表者の役職・氏名  

資本の額  

事業の内容  

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率  

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 
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割当予定先の氏名又は名称 石川島汎用機サービス株式会社 

割当株数 50,000株 

払込金額 21,500,000円 

住所 東京都中央区築地３丁目 1７番９号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 智行 

資本の額(平成17年９月30日現在) 1,033百万円 

事業の内容 汎用機修理、点検 

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率 
(平成17年９月30日現在) 

石川島播磨重工業株式会社   4,113千株  66.55％ 
石川島汎用機サービス 従業員持株会   

  336千株   5.44％ 
株式会社千代田組           153千株   2.48％ 

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 業務用厨房機器の売上及び仕入があります。 
当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 尾崎 光行 

割当株数 20,000株 

払込金額 8,600,000円 

住所 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目26番1 号 

代表者の役職・氏名  

資本の額  

事業の内容  

割当予定先の内容 

大株主及び持株比率  

当社が保有している割当予定先
の株式の数 

該当事項はありません。 
出資
関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
43,830株 

取引関係 該当事項はありません。 
当社との関係 

人的関係 当社の代表取締役社長であります。。 

当該株券の保有に関する事項 
当社は割当予定先より、当該株式の全部または一部を発行日か
ら２年以内に譲渡した場合、当該内容を当社へ報告する旨の確
約を得る予定です。 

 

(注)割当先の保有方針･･･上記の全ての割当先は、長期保有を目的として当社株式を取得する予定です。 
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７．増資日程(予定) 
  平成 18 年  ２月 20 日(月曜日)          新株式発行取締役決議 

２月 20 日(月曜日)       有価証券届出書提出 
２月 21 日(火曜日)          新株式発行取締役会決議公告 
２月 28 日(火曜日)       届出の効力発生日 
３月  9 日(木曜日)       申込開始 
３月 10 日(金曜日)       申込期日  
３月 13 日(月曜日)          払込期日 
３月 13 日(月曜日)       新株券交付日 
 

８．増資後の大株主構成等 

(注)上記は、平成 17 年 9 月 30 日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加す

る株式数及び大量保有報告書等の報告内容を加算して作成しました。 

 

以   上 

順位 株主名 所有株式数 所有割合 
１ ｴﾌ･ｼｰ･ｴｰ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 2,866,500 株 12.03％ 
２ 株式会社北陸銀行 1,173,000 株 4.92％ 
３ 北沢産業従業員持株会 810,460 株 3.40％ 
４ 北沢持株会 723,850 株 3.04％ 
５ 福島工業株式会社 573,000 株 2.41％ 


