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（訂正） 
「合併合意書締結に関するお知らせ」の一部訂正について  

 
 本日（平成 18 年 11 月 16 日）に公表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信（連結・個別）」及び

「平成 19年 3 月期第 1四半期財務業績の概況（連結･個別）」の一部訂正に伴い、平成 18 年 10 月 16 日

に公表いたしました「合併合意書締結に関するお知らせ」の記載の内容について、下記のとおり一部訂

正がありましたのでお知らせします。なお、訂正箇所は下線を付して表示してあります。 

 

記 
 
１． 訂正箇所 

 3.合併当事会社の概要 

   

（訂正前） 
  (平成 18 年 3月 31 日現在) (平成 18 年 3月 31 日現在) 

(1) 商号 ㈱丸正(存続会社) 堀田産業㈱(被合併会社) 

(2) 主な事業内容 各種繊維製品と宝石、貴金属等卸

売 

意匠撚糸製造販売 

(3) 設立年月 昭和 3年 11 月 昭和 19 年 6月 

(4) 本店所在地 東京都中央区日本橋富沢町 8-5 栃木県足利市問屋町 1184-1 

(5) 代表者 井澤 一守 太田 功 

(6) 資本金 1,960 百万円 1,434 百万円 

(7) 発行済株式総数 23,319 千株 36,800 千株 

(8) 純資産 2,374 百万円 442 百万円 

(9) 総資産 5,920 百万円 1,367 百万円 

(10) 事業年度の末日 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 207 名(パート社員 105 名) 21 名(パート社員 6名) 

(12) 主要取引先 ㈱そごう、㈱西武百貨店、 
㈱松坂屋 

蝶理㈱、住友物産㈱、三菱商事㈱

(13) 大株主及び持株比率 ㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ     50.43％ 

㈱ヤマノネットワーク 6.65％ 

ストラクス㈱         2.72％ 

㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ   53.80％ 

蝶理㈱        8.85％ 

平野京子        1.00％ 

(14) 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、㈱三菱東京 UFJ

銀行、㈱りそな銀行、㈱みずほ 

銀行 

㈱足利銀行、㈱りそな銀行、 

㈱みずほ銀行 

  資本関係 該当事項なし 

(15) 当事会社の関係 人的関係 該当事項なし 

  取引関係 該当事項なし 

 



 

(16) 

 

最近３決算期間の連結業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16 年 3月期 17 年 3 月期 18 年 3月期 16 年 3 月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

売上高  7,794 8,484 8,692 － 11,719 10,629

営業利益 79 222 327 － △182 △539

経常利益 148 199 258 － 4 △415

当期純利益 120 157 168 － △142 △589

1 株当たり当期
純利益（円） 

5.16 6.78 6.95 － △4.21 △16.06

1 株当たり 
純資産（円） 

87.62 99.84 105.76 － 22.56 14.51

（注）堀田産業の 16 年 3月期は連結実績が無い為、記載しておりません。 

 

(17) 

 

最近３決算期間の個別業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16 年 3月期 17 年 3 月期 18 年 3月期 16 年 3 月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

売上高  4,678 6,107 7,110 2,160 1,556 1,297

営業利益 67 143 143 △114 △66 △182

経常利益 90 180 149 △127 △82 △86

当期純利益 61 148 118 △12 △88 △725

1 株当たり当期
純利益（円） 

2.62 6.39 4.79 △0.64 △2.60 △19.77

1 株当たり 
配当金（円） 

－ 2.00 3.00 － － －

1株当たり 
純資産（円） 

79.40 97.79 101.56 26.66 24.05 12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （訂正後） 
  (平成 18 年 3月 31 日現在) (平成 18 年 3月 31 日現在) 

(1) 商号 ㈱丸正(存続会社) 堀田産業㈱(被合併会社) 

(2) 主な事業内容 各種繊維製品と宝石、貴金属等卸

売 

意匠撚糸製造販売 

(3) 設立年月 昭和 3年 11 月 昭和 19 年 6月 

(4) 本店所在地 東京都中央区日本橋富沢町 8-5 栃木県足利市問屋町 1184-1 

(5) 代表者 井澤 一守 太田 功 

(6) 資本金 1,960 百万円 1,434 百万円 

(7) 発行済株式総数 23,319 千株 36,800 千株 

(8) 純資産 2,280 百万円 442 百万円 

(9) 総資産 5,826 百万円 1,367 百万円 

(10) 事業年度の末日 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 207 名(パート社員 105 名) 21 名(パート社員 6名) 

(12) 主要取引先 ㈱そごう、㈱西武百貨店、 
㈱松坂屋 

蝶理㈱、住友物産㈱、三菱商事㈱

(13) 大株主及び持株比率 ㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ     50.43％ 

㈱ヤマノネットワーク 6.65％ 

ストラクス㈱         2.72％ 

㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ   53.80％ 

蝶理㈱        8.85％ 

平野京子        1.00％ 

(14) 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、㈱三菱東京 UFJ

銀行、㈱りそな銀行、㈱みずほ 

銀行 

㈱足利銀行、㈱りそな銀行、 

㈱みずほ銀行 

  資本関係 該当事項なし 

(15) 当事会社の関係 人的関係 該当事項なし 

  取引関係 該当事項なし 

 

(16) 最近３決算期間の連結業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16 年 3月期 17 年 3 月期 18 年 3月期 16 年 3 月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

売上高  7,794 8,484 8,692 － 11,719 10,629

営業利益 79 222 327 － △182 △539

経常利益 148 199 258 － 4 △415

当期純利益 120 157 74 － △142 △589

1 株当たり当期
純利益（円） 

5.16 6.78 2.89 － △4.21 △16.06

1 株当たり 
純資産（円） 

87.62 99.84 101.72 － 22.56 14.51

（注）堀田産業の 16 年 3月期は連結実績が無い為、記載しておりません。 

(17) 最近３決算期間の個別業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16 年 3月期 17 年 3 月期 18 年 3月期 16 年 3 月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

売上高  4,678 6,107 7,110 2,160 1,556 1,297

営業利益 67 143 143 △114 △66 △182

経常利益 90 180 149 △127 △82 △86

当期純利益 61 148 24 △12 △88 △725

1 株当たり当期
純利益（円） 

2.62 6.39 0.74 △0.64 △2.60 △19.77

1 株当たり 
配当金（円） 

－ 2.00 3.00 － － －

1株当たり 
純資産（円） 

79.40 97.79 97.51 26.66 24.05 12.02

以 上 


