
                              
 

平成 19年４月２日 
各      位 

会  社  名 株式会社ムロコーポレーション 
代表者名    代表取締役社長     室  義一郎 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号７２６４） 

問合せ先  執行役員管理本部長   室  雅文 
ＴＥＬ   ０３－３７０３－４１２３ 
 

新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ 
 
 当社は、平成 19年４月２日開催の取締役会において、新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、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．公募による新株式発行（一般募集） 

(1)募集株式の

種類及び数 

普通株式 450,000株 

(2)払込金額の

決定方法 

日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14 号第７条の２に規定する方式により、

平成19年４月10日（火曜日）から平成19年４月13日（金曜日）までの間のいず

れかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。 

(3)増加する資本

金及び資本準

備金の額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第 37 条に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、１株につき当該払込金額

から増加する資本金の額を差し引いた額とする。 

(4)募集方法 一般募集とし、東海東京証券証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社及

びいちよし証券株式会社（以下「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさ

せる。なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める

公正慣習規則第 14 号第７条の２に規定する方式により、発行価格等決定日におい

て、株式会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格に 0.90

～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案し

た上で決定するものとする。 

(5)引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集

価格）の総額と引受人により当社に払込まれる金額である発行価額の総額との差額

を引受人の手数料とする。 

(6)申込期間 平成19年４月16日（月曜日）から平成19年４月18日（水曜日）まで。 

なお、需要状況を勘案したうえで繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合に

は、平成19年４月11日（水曜日）から平成19年４月13日（金曜日）までとなる。
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(7)払込期日 平成19年４月18日（水曜日）から平成19年４月23日（月曜日）までの間のいず

れかの日。すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を

繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は平成 19

年４月18日（水曜日）となる。 

(8)申込株数単位 100株 

(9)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決定は、

当社代表取締役社長に一任する。 

(10)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する。 

 

２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記＜ご参考＞１.を参照のこと。） 

(1)売出株式の

種類及び数 

普通株式 50,000株 

なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、最終の売出株式数は、前記「１．

公募による新株式発行（一般募集）」における需要状況を勘案した上で払込金額決

定日に決定する。 

(2)売出人 東海東京証券株式会社 

(3)売出価格 未定（前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」における発行価格（募集価

格）と同一の金額とする。） 

(4)売出方法 東海東京証券株式会社が、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」におけ

る需要状況を勘案し、当社株主より借受ける当社株式について追加的に売出しを行

う。 

(5)申込期間 前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」における申込期間と同一とする。

(6)受渡期間 前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」における払込期日の翌営業日とす

る。 

(7)申込株数単位 100株 

(8)売出価格、その他本売出しに関し当社の決定が必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長に

一任する。 

(9)前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」が中止となる場合、本売出しも中止される。 

 

３．第三者割当による新株式発行（下記＜ご参考＞１.を参照のこと。） 

（「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に関連して行う第三者割当増資） 
(1)募集株式の

種類及び数 

普通株式 50,000株 

(2)払込金額 払込金額決定日に決定する。なお、払込金額は前記「１．公募による新株式発行（一

般募集）」における払込金額と同一の金額とする。 

(3)増加する資本

金及び資本準

備金の額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第37 条に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の金額（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

上げる。）とする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた金額とする。 

(4)申込期日 平成19年５月15日（火曜日） 

(5)払込期日 平成19年５月15日（火曜日） 
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(6)割当先及び

株式数 

東海東京証券株式会社  

50,000株 

(7)申込株単位 100株 

(8)上記(4)記載の申込期日迄に申込みのない株式については、発行を打切るものとする。 

(9)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要な一

切の事項は、代表取締役社長に一任する。 

(10) 前記各号については、証券取引法による有価証券通知書を提出しております。また、前記「１．

公募による新株式発行（一般募集）」及び「2．当社株式の売出し（オーバーアロットメントに

よる売出し）」が中止となる場合、本第三者割当による新株式発行も中止する。 

 

 

 
以  上 
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【ご参考】 
1． オーバーアロットメントによる売出株式数及び第三者割当による発行新株式数について 
今回の 450,000株の公募による新株式発行（以下、「一般募集」という。）にあたり、50,000株を上限とす
る当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を予定しております。 
オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況を勘案し、50,000株を上限とし
て、東海東京証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し

であります。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、

需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。 
これに関連して、当社は平成 19年４月２日（月）開催の取締役会において、一般募集とは別に、東海東京
証券株式会社を割当先とする当社普通株式 50,000 株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」と
いう。）を平成 19 年 5月 15日（火）を払込期日として行うことを決議しております。 
東海東京証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期

間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株

式を貸借株式の返還に充当することがあります。 
また、東海東京証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成 19年５月８日（火）までの間(以下、「シ
ンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限とし
て、株式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」

という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当さ

れます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、東海東京証券株式会社の判断で、シンジケート

カバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数で

シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 
また、東海東京証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の両取引

に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じ

る予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行新株式数の全部又は一部につき申込みが行

われず、その結果、失権により、本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数がその限度で減少し、

又は発行そのものが全く行われない場合があります。 
 

２．今回の公募増資及び第三者割当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  6,051,000株 （平成 19年 4月１日現在） 
公募増資による増加株式数 450,000株
公募増資後発行済株式総数 6,501,000株
第三者割当増資による増加株式数 50,000株 （注）

第三者割当増資後の発行済株式総数 6,551,000株 （注）

（注）「３．第三者割当による新株式発行」の発行株式数の全株に対し東海東京証券株式会社から申込

みがあり、発行がなされた場合の数字です。 
 

３．調達資金の使途 
(１) 今回調達資金の使途 

今回の一般募集による差引手取概算額 374,440千円については、一般募集と同日付をもって決議さ
れた第三者割当増資の手取概算額上限 41,699 千円と合わせて、416,139 千円を三重県菰野町に新設
する車輌関連部品事業の工場建設資金に全額充当する予定であります。 
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投資予定額 事業所名 
（所在地） 

設備の 
内容 総額 

（千円）

既支払額

（千円）

資金調達

方法 
着工予定

年月 
完成予定

年月 
完成後

の増加

能力 

三重工場（仮称） 
（三重県菰野町） 

建屋及び

プレス設

備 
1,000,000 ０

今回調達

資金及び

自己資金

平成 19年
６月 

平成 20年
６月 － 

（注） 当社の生産品目は極めて多種多様にわたり、かつ同一生産設備で多品種の製造を行っております。
このため完成後の増加能力について算出が困難であり、記載を省略しております。 

 (２) 前回調達資金の使途の変更 
該当事項はありません。 

 (３) 業績に与える影響 
三重工場（仮称）建設により、平成 21年３月期以降は、当社の生産能力が 10％以上増加する見込
みであります。これを機に、中部地区顧客へのデリバリーを含めたサービス及び既存工場も含めた生

産効率の向上と在庫削減を図り、一層の売上拡大と競争力アップを図ってまいります。 
 

４．株主への利益配分等 
  (１) 利益配分に関する基本方針 

長期安定的配当の維持を基本とし、業績や経営環境等を総合的に勘案しながら成果の配分と内部留

保額の決定を行うことを基本方針としております。 

  (２) 内部留保資金の使途 

今後の事業展開に備え、より一層の企業体質の強化・充実を図るための投資に充当いたします。 

(３) その他 

今期の配当金につきましては、普通配当金１株１２円に会社設立５０周年記念配当金１株３円を

加え、合計１株１５円を配当いたします。今後の配当に関しましても、今期の記念配当分を普通配

当に振り替え、配当性向２０％以上を目標に、安定した配当を実施していきたいと考えております。 

  (４) 過去３決算期間の配当状況等 
 16／３期 17／３期 18／３期
１株当たり当期純利益 54.00円 73.86円 66.37円
１株当たり年間配当金 8円 10円 12円
実 績 配 当 性 向 14.82％ 13.54％ 18.08％
自己資本当期純利益率 6.03％ 7.54％ 6.38％
純 資 産 配 当 率 0.78％ 0.92％ 1.03％

（注）1. 1 株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。 
2. 実績配当性向は、決算期の 1 株当たり年間配当金を当該決算期末の 1 株当たり当期純利益で
除した数値であります。 

3.１株当たりみなし配当金並びに修正配当性向に関しましては、該当事項がありませんので記載
しておりません。 

4. 自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本（期首資本の部合計と期末資本の
部合計の平均）で除した数値であります。 

5. 株主資本配当率は、決算期末の配当金総額を株主資本（期末資本の部合計）で除した数値であ
ります。 
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５．その他 
 （１） 配分先の指定 

 該当事項はありません。 

（２） 潜在株式による希薄化情報 

 該当事項はありません。 

（３） 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 
① 過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況。 

該当事項はありません。 
② 過去３年間及び直前の株価の推移等 

 16／３期 17／３期 18／３期 19／３期
始 値 700円 651円 795円 1,010円
高 値 760円 840円 1,133円 1,014円
安 値 600円 590円 740円 750円
終 値 669円 795円 985円 906円
株価収益率 12.39倍 10.76倍 14.84倍 － 倍

自己資本当

期純利益率 
6.03％ 7.54％ 6.38％ － 

(注)１．19／３期の株価につきましては、19年３月 30日現在で表示しております。 
(注)２．株価収益率は、決算期末の株価（終値）を１期前の決算期末の１株当たり当期純利益で除した数

値です。なお、19／３期につきましては、決算が確定しておりませんので「－」表示しております。 
(注)３．自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本（期首純資産の部の合計と期末純資

産の部合計の平均）で除した数値です。なお、19／３期につきましては、決算が確定しておりませ
んので「－」表示しております。 

（４） その他 
 該当事項はありません。 

 
 
 
 
 

以  上 
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