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株式交換による北陸通信ネットワーク株式会社の完全子会社化に関するお知らせ 
 

 

当社は，平成 18 年 10 月 31 日開催の取締役会において，平成 18 年 12 月 18 日付けで，株式交

換により北陸通信ネットワーク株式会社（以下「ＨＴＮｅｔ」といいます。）を完全子会社化とす

ることを決定し，株式交換契約を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。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

ＨＴＮｅｔは，平成 5年の設立以来，北陸地域をカバーする光ファイバネットワークにより，

自治体など官公庁や企業・団体などに対して通信サービスを提供しております。 

しかしながら，昨今の通信事業分野は，急速な技術革新を背景として，サービスおよび価格

両面における競争が一層激化しており，加えて，通信事業者再編の動きの活発化に伴い，将来

の事業見通しが不透明さを増しております。 

これら経営環境の変化に対処していくには，ＨＴＮｅｔの事業運営を迅速かつ機動的に行っ

ていく必要があるため，このたびＨＴＮｅｔを当社の完全子会社とすることといたしました。 

 

２．株式交換の条件等 

（１）株式交換の日程 

平成 18 年 10 月 31 日     株式交換契約承認取締役会 

平成 18 年 10 月 31 日     株式交換契約の締結 

平成 18 年 11 月 27 日（予定） 株式交換契約承認臨時株主総会（ＨＴＮｅｔ） 

平成 18 年 12 月 18 日（予定） 株式交換の日 

※当社は，会社法第 796 条第 3項の規定により，株式交換契約について株主総会の

承認を得ることなく株式交換を行います。 

 



 

（２）株式交換比率 

 
北陸電力株式会社 

（完全親会社） 

ＨＴＮｅｔ 

（完全子会社） 

株式交換比率 1 40.14 

 

（注）１．株式の割当比率 

ＨＴＮｅｔ株式1株に対して，当社の普通株式40.14株を割当交付いたします。

ただし，当社が保有するＨＴＮｅｔ株式 58,650 株＊については，当社株式を割当

てません。 

＊平成 18 年 10 月 31 日現在当社が保有するＨＴＮｅｔ株式 42,710 株に，株式

交換に先立ち当社が個別に買い取りを行う予定のＨＴＮｅｔ株式 15,940 株

を加えた株式数としております。 

２．株式交換比率の算定根拠 

当社およびＨＴＮｅｔは，第三者機関であるみずほ証券株式会社による株式交

換比率算定の方法，結果等を踏まえ，両当事会社間で協議した結果，上記のとお

り株式交換比率を決定しました。 

３．第三者機関による算定方法及び算定根拠 

みずほ証券株式会社は，当社については市場株価基準法，ＨＴＮｅｔについて

はＤＣＦ（Discounted Cash Flow）法，類似会社比較法および時価純資産法によ

る評価結果を基に，株式交換比率を算定しました。 

４．株式交換により割当交付する株式数 

株式交換に際して当社は，新株の発行に代えて，当社が保有する自己株式

54,189 株をＨＴＮｅｔ株主に交付します。 

 

（３）ＨＴＮｅｔの新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

（４）会計処理の概要 

①企業結合の会計上の分類 

共通支配下の取引のうち少数株主との取引に該当します。 

②損益への影響 

当社の連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 



３．株式交換の当事会社の概要       （平成 18 年 9 月 30 日現在） 

(1) 商号 
北陸電力株式会社 

（完全親会社） 

北陸通信ネットワーク株式会社 

（完全子会社） 

(2) 事業内容 電気事業 電気通信事業 

(3) 設立年月日 昭和 26 年 5 月 1日 平成 5年 5月 25 日 

(4) 本店所在地 富山市牛島町 15 番 1 号 金沢市下本多町五番丁 26 番地 

(5) 代表者 取締役社長 永原 功 取締役社長 河合 成海 

(6) 資本金 117,641 百万円  6,000 百万円 

(7) 発行済株式総数 220,333,694 株 60,000 株 

(8) 純資産 364,625 百万円  5,890 百万円 

(9) 総資産 1,511,600 百万円 17,283 百万円 

(10) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 4,214 人 98 人 

(12) 主要取引先 － 北陸電力(株) 

(13) 大株主及び持株 

 比率 

富山県                    5.1%

(株)北陸銀行              4.8%

日本生命保険(相)          3.4%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)   2.5%

（信託口） 

(株)北國銀行              2.3%

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)  2.2%

（信託口） 

北陸電力従業員持株会      2.1%

(株)みずほコーポレート銀行  1.3%

北陸電力(株)             71.2%

北陸電気工事(株)          4.0%

(株)インテック            3.8%

(株)福井銀行              3.8%

(株)北陸銀行              3.8%

(株)北國銀行              3.8%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)   2.0%

（信託口４） 

(株)みずほコーポレート銀行  1.3%

(14) 主要取引銀行 日本政策投資銀行 日本政策投資銀行 

資本関係 当社は，ＨＴＮｅｔ株式の 71.2%を保有しています。 

人的関係 平成 18年 9月末現在，ＨＴＮｅｔ役員 10名（監査役を含む）

のうち，3名は当社の役員が兼任，1名は当社出身者が専任，

1名は当社の社員が出向しています。 

(15) 当事会社との 

 関係 

取引関係 当社は，ＨＴＮｅｔと専用サービス提供等の取引があります。

 (16)最近３決算期間の業績 

 北陸電力株式会社 

（完全親会社） 
北陸通信ネットワーク株式会社 

（完全子会社） 

決算期 
平成16年

3月期 

平成17年

3月期 

平成18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 

売上高（百万円） 440,552 458,397 467,235 7,149 6,627 6,426

営業利益（百万円） 54,586 67,352 52,276 404 658 753

経常利益（百万円） 30,336 37,301 29,122 4 381 527

当期純利益（百万円） 17,647 24,150 18,507 △ 1,644 204 520

１株当たり当期純利益（円） 79.75 109.35 84.42 △27,413.01 3,406.72 8,669.24

１株当たり年間配当金（円） 50.00 50.00 50.00 － － －

１株当たり純資産（円） 1,530.53 1,615.60 1,678.51 72,053.31 75,942.37 84,549.33

 



４．株式交換後の状況 

（１）商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金 

当事会社それぞれについて，「３．株式交換当事会社の概要」に記載の内容から変更の予定

はありません。 

（２）業績に与える影響 

ＨＴＮｅｔは，既に当社の連結子会社であり，株式交換による連結業績への影響は軽微

であります。 

 

以 上  


