
平成１９年１月３０日

各　　位

 会 社 名  中 部 鋼 鈑 株 式 会 社

代 表 者 名  代表取締役社長 成田健一郎

   (コード番号　５４６１名証第一部)

問 合 せ 先  常務取締役　　 田中 利夫

（TEL 052-661-3811）

第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ

        

 当社は、平成19年1月30日開催の取締役会において、新日本製鐵株式會社との提携施策の検討に関

する協定の締結、ならびに同社に対する第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分につい

て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．新株式の発行要領

　(1)　発行新株式数 普通株式 1,000,000株

　(2)　発行価額 1株につき 金1,314円

　(3)　発行価額の総額 1,314,000,000円

　(4)　資本組入額 1株につき 金657円

　(5)　資本組入額の総額 657,000,000円

　(6)　申込期間 平成19年2月15日(木)

　(7)　払込期日 平成19年2月15日(木)

　(8)　新株券交付日 平成19年2月15日(木)

　(9)　割当先及び株式数 新日本製鐵株式會社 　1,000,000株

 (10)  新株式の継続所有の取決めに関する事項

     当社は割当予定先に対し、払込期日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡する

    場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約を依頼する予定であります。

 (11)  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します。

 (12)  発行価額の決定方法

　　     平成19年1月4日から平成19年1月29日までの名古屋証券取引所における当社普通株式の終

    値の平均値(円未満切捨て)であります。

２．自己株式処分の要領

　(1)  処分する株式数 普通株式 415,000株

　(2)  処分価額 1株につき 金1,314円

　(3)  処分価額の総額 545,310,000円

　(4)  払込期日 平成19年2月15日(木)

　(5)  株式の処分先及び株式数 新日本製鐵株式會社 　415,000株

　(6)  処分価額の決定方法
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　　     平成19年1月4日から平成19年1月29日までの名古屋証券取引所における当社普通株式の終

    値の平均値(円未満切捨て)であります。

  (7)  今回処分後の自己株式数 854株

　     (ただし、1月中に発生する単元未満株式の買取分は含んでおりません。)

　(8)　処分する株式の継続所有の取決めに関する事項

     当社は割当予定先に対し、払込期日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡する

    場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約を依頼する予定であります。

　

３．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 30,200,000株 (平成19年1月30日現在)

(現在の資本金 5,250,000,000円)

増資による増加株式数 1,000,000株

(増加資本金 657,000,000円)

増資後発行済株式総数 31,200,000株

(増資後資本金 5,907,000,000円)

４．増資及び自己株式処分の理由及び資金の使途等

　(1)増資及び自己株式処分の理由

　当社は中期経営計画において圧延ライン基盤整備に伴う大型設備投資を計画中であります。

今般、その資金需要の一部を新日本製鐵株式會社に対する割当増資により調達することと致し

ました。

　新日本製鐵株式會社とは戦略的提携施策の検討に向けた取組みを開始することとしており、

これを機にこれまでの協力関係をより深化させ、今後の競合激化、原材料価格の高騰等、事業

環境の変化に耐えうるよう経営基盤に万全を期すものであります。

　(2)資金使途

　　　全額、圧延ライン基盤整備に伴う設備資金に充当いたします。

　(3)業績に与える見通し

　上記設備投資の実施により、品質改善や歩留、生産効率の向上等によりコストダウンによる

競争力の改善効果は大きく、当社の経営基盤の強化につながるものと確信しております。

　なお、平成18年11月15日に開示いたしました業績予想に修正はありません。

 

５．株主への利益配分

　利益配分につきましては、安定的な配当に意を払いつつ、業績に見合った弾力的な配当を実

施していくことを基本方針としております。

　他方、当社は普通鋼電炉業種に位置づけられ、当業界は装置産業であるとともに市況産業で

あり、業績は景気の変動に大きく左右されます。したがって、常に高い競争力を維持するため、

不断の合理化投資が不可欠なことから、相応の内部留保を維持していくことも必要と考えてお

ります。これにより、経営基盤の安定・強化を図り、株主の皆様のご期待にお応えしていく所

存であります。

 なお、平成19年3月期の配当見込は投資家の皆様方のご期待に応えるべく、１株当たりの年間

配当額を26円 (従来予想24円)へ変更しております。
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６．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

（単位:百万円）

年　　月　　日 増資額
増資後
資本金

増資後
資本準備金

平成17年2月24日
2,824 5,092 3,854

（公募）

平成17年3月28日
313 5,250 4,011

（第三者割当）

　(2)過去3決算期間及び直前の株価等の推移

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

始値 95円 205円 1,585円 1,816円

高値 219円 1629円 2,280円 1,823円

安値 90円 205円 980円 936円

終値 217円 1,545円 1,825円 1,319円

株価収益率 ―倍 5.71倍 6.62倍 ―倍

(注)1.平成19年3月期につきましては、平成19年1月29日現在で記載しております。

　　2.平成16年3月期の株価収益率につきましては、当期純損失が計上されているため記載し

　　　ておりません。また、平成19年3月期の株価収益率については未確定のため記載してお

　　　りません。

７．増資及び自己株式処分の日程

平成19年1月30日(火) 新株式発行および自己株式処分取締役会決議

有価証券届出書提出(関東財務局)

記者クラブ(名証)にて発表資料投函

平成19年1月31日(水) 自己株式処分取締役会決議公告

平成19年2月 7日(水) 届出の効力発生

平成19年2月15日(木) 申込期日

第三者割当増資および自己株式処分の払込期日

資本組入日、新株券交付日

８．増資及び自己株式処分後の大株主構成等

順位 株主名 所有株式数(株) 所有比率(%)

1 三井物産株式会社 2,542,000 8.1

2 株式会社メタルワン 2,533,000 8.1

3 新日本製鐵株式會社 1,565,000 5.0

4 日鐵商事株式會社 1,260,000 4.0

5 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 900,600 2.9

6 中部証券金融株式会社 823,400 2.6

7 株式会社三菱東京UFJ銀行 800,000 2.6

7 岡谷鋼機株式会社 800,000 2.6

9 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 604,800 1.9

10 ｼｰ ｴﾑ ﾋﾞｰ ｴﾙ ｴｽ ｴｰ ﾘ･ﾐｭｰﾁｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 564,600 1.8

(注)上記は、平成18年9月30日現在の株式数に、今回の第三者割当増資及び自己株式処分の株式数を

　　加算して作成しております。
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９．新株式及び自己株式の割当先の概要

割当先の氏名又は名称 新日本製鐵株式會社

割当株数 1,415,000株

払込金額 1,859,310,000円

本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番3号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　三村明夫

資本の額 419,524百万円(平成18年9月30日現在)

発行済株式総数 6,806,980,977株(平成18年9月30日現在)

大株主及び持株比率 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株) (6.6%)

(平成18年9月30日現在) ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ (4.9%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株) 　 (4.7%)

資産管理サービス信託銀行(株)　 (3.8%)

日本生命保険(相)　　 (3.2%)

主な事業内容 鉄鋼事業､ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業､都市開発事業､

化学･非鉄素材事業､ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ほか

主な経営成績・財政状態 　平成17年3月期(連結) 　平成18年3月期(連結)

売上高 3,389,356百万円 3,906,301百万円

営業利益 429,948百万円 576,319百万円

経常利益 371,446百万円 547,400百万円

当期純利益 220,601百万円 343,903百万円

総資産 3,872,110百万円 4,542,766百万円

純資産 1,188,409百万円 1,677,889百万円

当社との取引関係 製品・半製品の製造受委託等

当社との人的関係 　　　　　　－

当社保有の割当先株式数 －

割当先保有の当社株式数 150,000株(平成18年9月30日現在)

(注)  1.資本の額、大株主及び出資関係の欄は、平成18年9月30日現在におけるものであります。

　　　2.取引関係等の欄は、平成19年1月29日現在におけるものであります。

以　上
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