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各   位 
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代表者名  代表取締役社長 武川 泉 
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問合せ先 取締役管理部長 菅原 孝行 
TEL． ０４５-４７６-０７７７（代表） 

 
 

当社による株式会社カメラのきむらの完全子会社化について 
 
 
当社は、平成 18 年 11 月 13 日開催の取締役会において、株式交換により当社が株式会

社カメラのきむら（以下、「カメラのきむら」）を完全子会社（100％子会社）化するこ

とを決議し、株式交換契約を締結しましたのでお知らせします。 
本年 11 月 30 日開催予定のカメラのきむらの臨時株主総会において株式交換契約書の承

認を得た上で、平成 19 年 4 月 1 日を株式交換の効力発生日とする予定です。なお、当社

については、会社法第 796 条に基づき、株主総会の承認を必要としない「簡易株式交換」

の手続きにより行います。 
 
 
１．株式交換による完全子会社化の目的 
 

当社は、平成 18 年 6 月 23 日発表のとおりカメラのきむら既存株主から 51％の発行済

株式を取得し子会社化し、両社の間で経営統合へ向けた関係強化に関する検討を続けて

おりますが、その一貫として株式交換によりカメラのきむらを完全子会社化することを

決定いたしました。 
連結経営がより重視される中、グループとしてより密接な連携をとり、当社は首都圏

に強力な基盤を持つカメラのきむらと協業を目指すことで、これを補強し、相互のノウ

ハウと人材を共有・享受しながら規模の拡大を図り、サービスを創造し、技術を開発し、

共に研究開発を進めていくためであります。 
 
 

２．株式交換の条件等 
（１）株式交換の日程 

平成 18 年 11 月 13 日   株式交換契約書承認取締役会 
平成 18 年 11 月 13 日   株式交換契約書の締結 
平成 18 年 11 月 30 日（予定）  株式交換契約書承認株主総会（カメラのきむら） 
平成 19 年 4 月 1 日（予定）  株式交換効力発生日 
平成 19 年 5 月下旬（予定）  株券交付日（発送日） 
（注）当社は、本株式交換については、会社法第 796 条に基づき、株主総会の承認

を必要としない「簡易株式交換」の手続きにより行います。 
 
（２）株式交換比率 

 キタムラ 
（完全親会社） 

カメラのきむら 
（完全子会社） 

株式交換比率 １ 0.35 
 
 



 

（注）１．株式の割当比率 
カメラのきむらの普通株式１株に対して、当社の普通株式 0.35 株の割合

をもって割当交付いたします。ただし、当社が保有するカメラのきむらの

普通株式 3,948,510 株については、割当交付を行いません。 
 

２．株式交換比率の算定根拠 
株式交換比率の算定は、椿勲公認会計士事務所に依頼し、その算定結果

を参考として、当事会社間で協議し決定しました。（当社と椿勲公認会計

士事務所との間に、特別利害関係はありません。） 
尚、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じ

た場合には、当事会社間の協議により変更することがあります。 
 

３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 
椿勲公認会計士事務所は、株式交換比率の算定にあたり、当社について

は市場株価方式により、カメラのきむらについては時価純資産法、類似会

社比較法及び類似業種比準法による分析を行い、それらの結果を総合的に

勘案し、株式交換比率を算定致しました。 
 

４．株式交換により当社が交付する新株式数 
当社は、株式交換に際して普通株式 446,306 株を新たに発行し、当社 

が所有する自己株式（普通株式）400,000 株と合わせた 846,306 株を、株式

交換の日の前日の最終のカメラのきむらの株主名簿に記載又は記録された

株主（当社を除きます。）に対して、その所有するカメラのきむらの普通

株式１株につき当社の普通株式 0.35 株の割合をもって割当交付いたします。

（ただし、１株に満たない端数は切り捨てます。） 
 

（３）会計処理の概要 
① 企業結合の会計上の分類 

共通支配下の取引に該当します。 
② 損益への影響 

のれん代の金額につきましては、現在精査中です。償却年数、損益への影響は確

定次第開示いたします。 
 
３．株式交換の当事会社の概要 

（平成 18 年 3 月 31 日現在） 
(１) 商号 株式会社キタムラ 

（完全親会社） 
株式会社カメラのきむら 

（完全子会社） 
(２) 事業内容 写真関連商品等の販売、プリ

ント現像およびデジタル映像

の出力サービス 

写真関連商品等の販売、プリ

ント現像およびデジタル映像

の出力サービス 
(３) 設立年月日 昭和 18 年 5 月 8 日 昭和 25 年 10 月 19 日 
(４) 本店所在地 高知県高知市本町 4-1-16 東京都中央区日本橋室町 4-2-

10 
(５) 代表者 代表取締役社長 武川 泉 代表取締役社長 木村 朝彦 
(６) 資本金 2,852 百万円 355 百万円 
(７) 発行済株式総数(注１) 17,918 千株 6,500 千株 
(８) 株主資本 15,604 百万円 1,731 百万円 
(９) 総資産 47,186 百万円 6,432 百万円 
(10) 決算期 3 月 3 月 
(11) 従業員数 1,127 名 211 名 
(12) 主要取引先 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

ニコンカメラ販売㈱ 
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
ニコンカメラ販売㈱ 



 

 
(13) 大株主及び 

持株比率(注２) 
(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

㈱ｷﾀﾑﾗﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  12.3％ 
富士写真ﾌｲﾙﾑ㈱           9.4％ 
 

㈱キタムラ              51.0％ 
木村朝彦                     21.9％ 
 

(14) 主要取引先銀行  

(平成 18 年 9 月 30 日現在) 
株式会社四国銀行 
株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 

株式会社みずほ銀行 
 

(15) 当事会社の関係(注２) 
(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

・ 資本関係･･･当社は、カメラのきむら株式の 51.0%を保有し

ています。 
・ 人的関係･･･当社の役員及び従業員がカメラのきむらの取締

役（４名）を兼務しております。 
・ 取引関係･･･カメラのきむらは、当社グループより写真関連

商品等の仕入を行っております。 
（注１） カメラのきむらについての(７) 発行済株式総数は、平成 18 年 9月に自己株式の消

却を実施したことにより、本日現在、6,366 千株となっております。 

（注２） (13) 大株主及び持株比率及び(15) 当事会社の関係の資本関係については、平成

18 年 10 月以降に当社が第三者株主よりカメラのきむら株式の譲渡を受けておりま

す。よって、本日現在、カメラのきむらに対する当社の持株比率は 62.0％となっ

ております。 
 

（16）最近３決算期間の業績       （単位：百万円） 
 株式会社キタムラ 

（完全親会社） 
株式会社カメラのきむら 

（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 
営業収益 88,736 98,899 105,173 15,172 13,150 12,424
営業利益 1,831 2,567 2,313 26 △267 238
経常利益 2,175 2,960 2,816 54 △230 221
当期純利益 854 990 794 11 26 22
１株あたり 
当期純利益 
（円） 

48.41 56.22 44.66 1.90 4.27 3.73

１株あたり 
配当金

（円） 

15.00 15.00 15.00 3.00 ― 5.00

１株あたり 
株主資本

（円） 

797.47 838.03 871.79 271.65 272.20 281.24

※△は損失を示しています。 
 
４．株式交換後の状況 
（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金に変更はありません。 
（２）業績に与える影響 

カメラのきむらは、従来より当社の連結子会社であり、本株式交換実施に伴う当社

の業績への影響は軽微です。 
 

以上 
 
 


