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自己株式の処分に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 19 年７月 27 日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１  処分の目的及び資金の使途 

（１）処分の目的 

   当社は大和製衡株式会社との関係強化による将来にわたる安定株主の確保、そして、財務体質 

  の強化を図るため、当社の自己株式を譲渡するものであります。 

（２）資金使途 

当該自己株式処分による調達金は、平成 19 年３月期の未払法人税等の支払い（６億７千８百万

円）のために、銀行から借り入れました５億円の借入金の返済および運転資金に充当いたします。 

 

２  処分する株式の内容 

（１） 株式の種類       当社普通株式       

（２） 株式の総数       610,000 株（発行済株式総数の 7.39%） 

（３） 処分価額                １株につき 1,039 円 

       (注)１株当たりの処分価額は、平成 19 年 1 月 29 日から平成 19 年 7 月 26 日まで（６

ヶ月間）の大阪証券取引所における当社普通株式終値の平均価額に 0.90 を乗じた

金額（１円未満は切り上げ）であります。 

  （４） 処分価額の総額       633,790,000 円 

    （５）  株式の処分先および株式数 

      大和製衡株式会社 610,000 株 

 

３  今後の見通し 

（１） 日 程 

      平成 19 年７月 28 日（土） 自己株式の処分に関する取締役会決議公告（電子公告）  

        平成 19 年８月 13 日（月） 払込期日 

（２） 今回の処分後の自己株式数  

341,782 株 

ただし、平成 17 年７月 1日以降の単元未満株式の異動は含まれておりません。 

 



（３） 処分する株式の譲渡報告に関する事項 

     当社と処分先との間におきましては、株式の譲渡日から２年以内に当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、当該株式を譲渡したことを報告する旨処分先と確約をする

ことを予定しております。 

 

 

(４) －①自己株式処分前の大株主名、順位、持分比率及び所有株式数 

処分前の 

大株主の順位 

処分前の大株主名 処分前の 

持分比率（％）

処分前の 

所有株式数（千株） 

１位 川西 多美 7.21 596 

２位 日本毛織株式会社 4.60 380 

３位 川西 幸子 4.09 338 

４位 川西 須美 3.89 321 

５位 川西倉庫従業員持株会 3.74 309 

６位 株式会社みずほ銀行 3.63 300 

６位 株式会社損害保険ジャパン 3.63 300 

８位 川西 康夫 3.62 299 

９位 川西 央也 3.59 297 

10 位 財団法人川西報公会 3.51 290 

(注)処分前の大株主名、順位、持分比率および所有株式数は平成 19 年 3 月 31 日現在の 

株主名簿により作成しております。なお、平成 19年 3 月 31 日現在の発行済株式総数は、 

8,258,322 株であります。 

 

 

(４) －②自己株式処分後の大株主名、順位、持分比率及び所有株式数 

処分後の 

大株主の順位 

処分後の大株主名 処分後の 

持分比率（％）

処分後の 

所有株式数（千株） 

１位 大和製衡株式会社 7.75 640 

２位 川西 多美 7.21 596 

３位 日本毛織株式会社 4.60 380 

４位 川西 幸子 4.09 338 

５位 川西 須美 3.89 321 

６位 川西倉庫従業員持株会 3.74 309 

７位 株式会社みずほ銀行 3.63 300 

７位 株式会社損害保険ジャパン 3.63 300 

９位 川西 康夫 3.62 299 

10 位 川西 央也 3.59 297 

(注)処分後の大株主名、順位、持分比率および所有株式数は平成 19 年 3 月 31 日現在の 

株主名簿を基準に作成しております。なお、本日現在の発行済株式総数は、8,258,322 株 

であります。 

 

 

 

 



４ 処分先の概要 

(1) 商号 大和製衡株式会社 

(2)  事業内容 産機製品、自動機器、普通はかり製品の製造、販売 

(3) 設立年月日 昭和 20 年 12 月６日 

(4) 本店所在地 兵庫県明石市茶園場町５番 22 号 

(5) 代表者 代表取締役社長 川西 勝三 

(6) 資本金 ４億９千７百万円（平成 19 年 3月 31 日現在） 

(7) 発行済株式数 9,940,015 株（平成 19年 3 月 31 日現在） 

(8)  従業員数 411 名（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

川西 能久 10.89%  

川西 勝三  5.26%  

川西 多美 5.20%  

川西 央也 5.18%  

株式会社三井住友銀行 4.93%  

 株式会社みずほ銀行 4.02%  

 明治安田生命保険相互会社 3.52%  

     川西 康夫 3.28%  

     川西倉庫株式会社（当社） 2.98%  

(9) 大株主名 

及び持分比率 

(平成 19 年 3 月 31

日現在) 

     株式会社みなと銀行   2.50%  

(10) 当社との関係 

 

 

取引関係 当社は、同社の輸出入貨物の取扱いを行い、月間

売上高 1千万円前後の取引があります。      

資本関係 同社は当社株式を 30,000 株保有しております。また、

     当社は同社株式を 296,413 株保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

 

５ 業績への影響の見通し 

   今般の自己株式処分による、当社の連結及び単独の業績への影響は軽微であります。 

なお、本件処分に関し、現状、処分先からの役員等の受入予定はありません。 

以  上 

 


