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平成20年６月５日 

各     位 

 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 古川 善健 

         （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先  常務取締役 上野 孝一 

          Tel（03）5425－2511 

 

 

株式会社プロジェ・ホールディングスの株式追加取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年６月５日開催の当社取締役会において、株式会社プロジェ・ホールディングス（コ

ード番号3114 名証・大証２部）の株式を、市場外にて追加取得することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１. 株式取得の理由 

株式会社プロジェ・ホールディングス（以下、「プロジェ」）は、現在当社が同社株式14,351,000株

（平成20年２月29日現在 所有割合40.65％、議決権比率40.84％）を保有し、同社は当社の連結子会

社となっております。 

このたび、プロジェの取締役であり、同社の大株主でもある田中大輔氏から、同氏保有のプロジェ

株式2,740,310株（発行済株式総数の7.76％相当）の売却意向がありました。当社としては、現在、

プロジェの経営の安定を図るべく諸策を考慮中でありますが、元プロジェ代表取締役の田中氏からの

株式売却意向を受けて、検討の結果、同氏から放出されるプロジェ株式を当社が吸収（取得）し、プ

ロジェの経営体制を落ち着かせ、同社が今後事業に専念できる状況を作ることが最善と判断し、本件

株式取得を決議したものであります。 

 

２. 株式会社プロジェ・ホールディングスの概要 

(１)商 号   株式会社プロジェ・ホールディングス 

(２)代 表 者   代表取締役社長 森田 宏文 

(３)所 在 地   東京都港区愛宕２丁目５―１ 

(４)設 立年月 日   昭和 23 年 11 月 17 日 

(５)主な事業の内容  不動産事業、紡績糸・織物生地等の製造・販売およびアパレル事業 

(６)決 算 期   ２月末日 

(７)従 業 員 数   連結 55 名（平成 20 年２月 29 日現在） 

 (８)資 本 金   3,225 百万円 
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(９)発行済株式総数  35,300,000 株 

(10)最近事業年度における業績の動向（連結） 

 平成 18 年３月期 平成 19 年２月期 平成 20 年２月期 

売 上 高 2,606 百万円 5,772 百万円 3,933 百万円 

営 業 利 益 △4百万円 603 百万円 △215 百万円 

経 常 利 益 △64 百万円 503 百万円 △289 百万円 

当 期 利 益 △724 百万円 289 百万円 △2,459 百万円 

総 資 産 10,280 百万円 12,909 百万円 7,407 百万円 

純 資 産 4,952 百万円 7,308 百万円 4,658 百万円 

１株当たり配当金 －円－銭 5 円 00 銭 5 円 00 銭 

※(注) プロジェの「大株主構成および所有割合」につきましては、下記＜ご参考＞をご参照下さい。 

     

３. 株式の取得先 

(１)氏 名   田中 大輔 

 (２)当社との関係   当社連結子会社プロジェの取締役であり、同社の元代表取締役であります。 

 

４. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数     14,351,000 株（所有割合 40.65％） 

（議決権の数 14,351 個、平成 20 年２月 29 日現在の議決権比率 40.84％） 

(２)取 得 株 式 数      2,740,310 株（議決権の数  2,740 個） 

(３)取 得 価 額      １億 7,675 万円    ※(注) 単価＠64 円 50 銭 

 (４)異動後の所有株式数      17,091,310 株（所有割合 48.41％） 

（議決権の数 17,091 個、平成 20 年２月 29 日現在の議決権比率 48.64％） 

 ※(注)本件取得価額につきましては、プロジェ株式の平成20年２月15日から５月14日までの３ヶ月間

の終値平均（64円50銭）を基に、田中氏側との協議により合意されたものであります。 

 

５. 日 程 

   平成 20 年６月５日      取締役会決議 

平成 20 年６月中旬（予定）  譲渡契約書締結   

平成 20 年６月 30 日（予定） 取得日（株式取得・代金支払日）    

 

６. 備 考 

本件は、市場外の相対取引にて行います。当社としては、プロジェの発行済株式総数の7.76％相当

の株式を市場外にて取得することになりますが、取得先の田中大輔氏は、現在、当社の連結子会社で

あるプロジェの取締役であり、金融商品取引法第27条の２第７項第１号および金融商品取引法施行令

第９条第２項第２号により「特別関係者」に該当するため、金融商品取引法第27条の２第１項但書に
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よる「特別関係者から行う買付」という例外規定が適用され、かつ、発行者以外の者による公開買付

の開示に関する内閣府令第３条第１項に定められている「株券等の買付け等を行う日以前一年間継続」

という要件も充足しているため、当社が市場外で取得することが可能となるものであります。 

  また、田中氏とは、これまで現プロジェ経営陣との間で、プロジェおよび同社の連結子会社である

株式会社グローバルコーポレーションの経営方針における意見の対立等がありましたが、その後の協

議により、両者は和解することとなり、本件はその一環として、当社が田中氏の保有するプロジェ株

式の一部を買い取ることで、筆頭株主としてプロジェの経営安定の支援を行うものであります。 

 

７. 今後の見通し 

  プロジェは既に当社の連結子会社であり、当社連結決算上、今回の取得分だけプロジェの損益の取

り込みが増加することになります。当社平成21年２月期連結決算の業績予想につきましては、修正が

必要になる場合には速やかにお知らせいたします。 

  なお、当社の現状の資金繰については、本件実行後も、特段の支障は生じない見込みである旨、念

のため申し添えさせていただきます。 

以 上 

 

 

＜ご参考＞ 

【プロジェの大株主構成および所有割合】 

異動前（平成 20 年２月 29 日現在） 

株主名 
所有株式数 

（議決権の数）

発行済株式総数に
対する割合 

（総株主の議決権
の数に対する割合）

大株主順位 

ステラ・グループ株式会社 
14,351千株 

（14,351個）

40.65％

（40.84％）
第１位 

田中 大輔 
7,500千株 

（7,500個）

21.24％

 （21.34％）
第２位 

 

   本件異動後（平成 20 年６月 30 日予定） 

株主名 
所有株式数 

（議決権の数）

発行済株式総数に
対する割合 

（総株主の議決権
の数に対する割合）

大株主順位 

ステラ・グループ株式会社 
17,091千株 

（17,091個）

48.41％

（48.64％）
第１位 

田中 大輔 
4,759千株 

（4,759個）

13.48％

（13.54％）
第２位 

（注）１．上記所有割合は、プロジェの平成 20 年２月 29 日現在の発行済株式数（自己株式を含む）を

基準として計算しております。 

   ２. 本件異動後の大株主順位は、平成 20 年２月 29 日現在のプロジェ株主名簿を基に想定した順

位を記載しております。 
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３．本件異動後の田中大輔氏保有株式 4,759 千株につきましては、プロジェが平成 20 年８月下

旬開催予定の同社臨時株主総会での承認可決を条件に、自己株式として取得する予定です。

（詳細は、プロジェの本日付開示「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社

法第 156 条に基づく自己株式の取得）」をご参照ください） 

   なお、プロジェが自己株式を取得した場合の、プロジェの大株主構成および所有割合は以

下の通りです。（大株主順位は、平成 20 年２月 29 日現在のプロジェ株主名簿を基に想定し

た順位を記載しております） 

     

※プロジェ自己株式取得後（平成 20 年８月下旬予定） 

株主名 
所有株式数 

（議決権の数）

発行済株式総数に
対する割合 

（総株主の議決権
の数に対する割合） 

大株主順位 

ステラ・グループ株式会社 
17,091千株 

（17,091個）

48.41％ 

（48.64％） 
第１位 

コメルツバンクサウスイーストア

ジアリミテッド（常任代理人 株式

会社みずほコーポレート銀行兜町

証券決済業務室） 

1,251千株 

（1,251個）

3.54％ 

（3.56％） 
第３位 

  (注)1. 上記所有割合は、プロジェの平成 20 年 2月 29 日現在の発行済株式数（自己株式を含む）を基

準として計算しております。 

    2. 大株主順位は、平成 20 年２月 29 日現在のプロジェ株主名簿を基に想定した順位を記載して

おります 

    3. 所有株式数ではプロジェが第２位となりますが、自己株式につき議決権はありませんので、

上記表では省略し、第３位を掲載しております。なお、プロジェの所有株式数は、4,818 千

株、発行済株式総数に対する割合は 13.65％となります。 


