
News Release                        
 

平成１８年４月２１日 
各 位 
 

会 社 名 昭 栄 株 式 会 社

代表者名 代表執行役社長CEO 渡辺 憲二

コード番号 ３００３   東証第一部 

問合せ先 執行役CIRO 坂 英幸 

（TEL０３－３２９２－３３８１）

 
 

株式会社トスマク・アイの株式取得 

及び株式交換基本合意書締結のお知らせ 
 
 
 当社は、平成 18年 4月 21日開催の取締役会決議に基づき、株式会社トスマク・アイ（本
社：石川県白山市、代表取締役社長：板尾達雄）の普通株式を譲り受ける株式譲渡契約、およ

び、同社を当社の完全子会社とする株式交換に関する基本合意書を、同日、締結いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 
 なお、本株式交換は、平成 18年 5月 1日施行予定の会社法（会社法第 796条第 3項）によ
る簡易株式交換により行います。 
 
 

記 
 
Ⅰ．株式取得及び株式交換の目的 
 
1．株式会社トスマク・アイは、一般廃棄物処理業として、石川県内トップ、国内でもトップ
クラスの環境ビジネス企業です。一般廃棄物や産業廃棄物の収集運搬、浄化槽の保守点検

や清掃、上下水施設等の保守管理、土木浚渫などを手掛けるほか、3 月に竣工した新鋭工
場で、本年よりリサイクル事業を本格的に展開する計画です。今後、当社グループに加わ

ることにより、当社の資金力や信用力を後ろ盾とし、また、管理体制等の一層の充実を図

り、地域への貢献を理念とする総合環境ビジネス企業として、一段の飛躍を狙っています。 
2．一方、当社は事業投資の一環として株式会社トスマク・アイに出資し、同社経営の近代化
や事業規模の拡大を進め、更なる成長を支援して、将来的には株式上場も視野に入れてお

ります。環境ビジネスは今後極めて高い成長性が予測されておりますが、同社への投資を

通じて社会に貢献することは、当社の企業理念に合致するものと考えております。また収

益性・成長性いずれも高い同社の事業は、ポートフォリオの再構築を図る当社の事業投資

の対象としても最善の選択肢と判断いたしました。



Ⅱ．株式交換に関する基本合意書の締結について 
 
１．株式交換の条件等 
（１）株式交換の日程 
     平成 18年 4月 21日 株式交換に関する基本合意書承認の取締役会 
     平成 18年 4月 21日 株式交換に関する基本合意書の締結 
     平成 18年 5月 15日 株式交換契約書承認の取締役会（予定） 
     平成 18年 5月 15日 株式交換契約書の締結（予定） 
     平成 18年 6月 5日 株式会社トスマク・アイにおける株式交換契約書承認の臨時

株主総会（予定） 
     平成 18年 6月 30日 株式交換期日（予定） 

（会社法第 796条第 3項の簡易株式交換の要件を満たしているため、当社におけ
る株主総会は省略しております。） 

 
 
（２）株式交換比率 

 昭栄株式会社 
（完全親会社） 

株式会社トスマク・アイ 
（完全子会社） 

株式交換比率 １ 0.579 
  （注）１．株式の割当比率 
        株式会社トスマク・アイの株式１株に対して、昭栄株式会社の株式 0.579

株を割当て交付いたします。 
        なお、昭栄株式会社は、別途の株式譲渡契約により、株式会社トスマク・ア

イの一部株主から、同社株式 652,420 株（予定）を上記の株式交換期日まで
に譲り受ける予定ですが、当該株式には、昭栄株式会社の株式の割当て交付は

行いません。 
     ２．株式交換比率の算定根拠 
        株式交換比率の算定は、日興コーディアル証券株式会社に依頼し、その算定

結果を参考として、当事者間で協議を行い上記のとおり合意いたしました。 
     ３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 
        日興コーディアル証券株式会社は、当社については市場株価平均法により、

また、株式会社トスマク・アイについては、DCF（ディスカウト・キャッシ
ュ・フロー）法および時価純資産法による分析を行った上で、これらの算定結

果を総合的に勘案して株式交換比率を算定いたしました。 
     ４．株式交換により交付する株式数 
        当社は新株式を発行せず、当社が保有する自己株式 548,648 株を割当交付

する予定です。 
 
（３）株式交換交付金 
    株式交換による交付金の支払いは行いません。 



２．株式交換の当事会社の概要 

（１）商 号 
昭栄株式会社 
（完全親会社） 

（平成 17年 12月 31日現在）

株式会社トスマク・アイ 
（完全子会社） 

（平成 17年 3月 31日現在）

（２）事 業 内 容 
不動産事業、有価証券投資事

業および事業投資（子会社に

おける電子機器・部品事業）

廃棄物の処理・リサイクル、浄化

槽の保守点検・清掃、各種施設の

保守管理、土木浚渫などの事業 
（３）設 立 年 月 日 昭和 6年 3月 27日 昭和 34年 12月 16日 

（４）本 店 所 在 地 東京都千代田区神田錦町一丁

目 2番地 1 
石川県白山市村井町 330番地

（５）代 表 者 代表執行役社長 CEO 
渡辺 憲二 

代表取締役社長 
板尾 達雄 

（６）資 本 金 8,032百万円 80百万円 
（７）発行済株式総数 33,919,505株 1,600,000株 
（８）株 主 資 本 62,418百万円 2,906百万円 
（９）総 資 産 193,592百万円 6,099百万円 
（10）決 算 期 12月 31日 3月 31日 
（11）従 業 員 数 37名 190名（平成 18年 3月 17日現在）

（12）主 要 取 引 先 賃貸不動産のテナント･借主で

ある不特定多数の企業･個人 
白山市、野々市町、白山石川広

域事務組合 

（13）大 株 主 及 び 
持 株 比 率 

みずほ信託退職給付信託 キャノ
ン口 再受託者 資産管理サービス
信託 7.36％ 
ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー6.63％
日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）5.69％ 
バンク オブ ニューヨーク ジー
シーエム クライアント アカウン
ツ イーアイエスジー4.46％ 
日本トラスティ・サービス信託株
式会社（信託口）4.02％ 
明治安田生命保険相互会社 3.92％
株式会社損害保険ジャパン 3.89％
みずほ信託退職給付信託 みずほ
コーポレート銀行口 再信託受託
者 資産管理サービス信託 2.93％ 
東京建物株式会社 2.87％ 
モルガン・スタンレーアンドカン
パニーインク 1.95％ 

板尾 達雄 41.43％ 
名古屋中小企業投資育成株式会社

26.25％ 
トスマク・アイ持株会 8.72％ 
 

（14）主要取引銀行 
みずほコーポレート銀行、みずほ

信託銀行、農林中央金庫、りそな

銀行、三井住友銀行 

北國銀行、福井銀行、北陸銀行 

資本関係 ありません。 
人的関係 ありません。 （15）当事会社の関係 
取引関係 ありません。 

 



 
（16）最近 3決算期間の業績（単体） 
 昭栄株式会社 

（完全親会社） 
株式会社トスマク・アイ 
（完全子会社） 

決 算 期 
平成 15年

12月期 

平成 16年

12月期 
平成 17年

12月期 
平成 15年

3月期 

平成 16年

3月期 
平成 17年

3月期 
売 上 高（百万円） 8,100 9,101 13,706 1,268 2,251 2,398
営 業 利 益（百万円） 898 2,014 2,812 207 387 377
経 常 利 益（百万円） 2,424 3,705 4,680 221 404 465
当 期 純 利 益（百万円） 1,244 2,130 5,564 －46 111 212
1株当たり当期純利益（円） 78.65 96.34 194.25 －58.44 69.41 133.06
1株当たり年間配当金（円） 20 25 40 7.5 7.5 7.5
1株当たり株主資本 （円） 1,856.55 1,619.92 1,874.42 1458.24 1,709.26 1,816.67
 （注）株式会社トスマク・アイの平成 15 年 3 月期は、（旧）株式会社石川衛生公社のもの

です。平成 15年 6月に、（旧）株式会社石川衛生公社は、（旧）株式会社トスマクを
合併し、株式会社トスマク・アイに社名を変更しています。 

 
３．株式交換後の状況 
（１）商号・事業内容・本店所在地・代表者 
    株式交換後の両社の商号・事業内容・本店所在地・代表者は従来どおりです。 
（２）資本金 
    本株式交換による当社の資本金増加は無い予定です。 
（３）業績に与える影響 
    本株式交換が、当社の当期業績に与える影響は軽微であります。 
 
 
Ⅲ．当社による株式会社トスマク・アイの株式取得について 
 
本日、当社は、株式会社トスマク・アイの株主と同社株式の取得に関する株式譲渡契約書

を締結いたしました。 
 
１．株式の取得の理由 
前述の「株式取得及び株式交換の目的」をご参照ください。 

 
２．異動する子会社（株式会社トスマク・アイ）の概要 
前述の「当事会社の概要」をご参照ください。 



 
３．株式の取得先 
（１） 商 号 名古屋中小企業投資育成株式会社 
（２） 代 表 者 瀧 季夫 
（３） 本 店 所 在 地 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 16番 30号（東海ビル 7階） 
（４） 主な事業の内容 ベンチャー企業、中堅・中小企業への長期安定資金提供、 
            企業成長・株式公開支援 
（５） 当社との関係 特にありません。 
（６） 譲受株式数   420,000株 
   上記の他個人株主 7名から合計 232,420株を取得します。 

 
４．異動前後の所有株式等の状況 
 （１）異動前の所有株式数 0株 （所有割合 0％） 
    （議決権の数  0個） 
 （２）取得株式数 652,420株  
    （議決権の数 65,242個） 
 （３）異動後の所有株式数 652,420株 （所有割合 40.8％） 
    （議決権の数 65,242個） 
 
５．日程 

平成 18年 4月 21日 取締役会決議 
平成 18年 6月 6日 受渡日（予定） 

 
６．株式取得後の連結業績見通し 

本件株式取得が、当社の当期業績に与える影響は軽微であります。 
 

以上 
 
 


