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第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成 20 年 12 月 15 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、お知らせいたします。 
 

記 
 
１，第三者割当による自己株式処分の目的および理由 
 当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、フジファンド株式会社、当社取締役および

従業員に対し自己株式を処分するものであります。 
 
２，調達する資金の額および使途 
（１） 調達する資金の額 
   202,104,000円 
 
（２） 調達する資金の具体的な使途 

今回の自己株式の処分による資金は、技術開発の効率化のための設備投資に充当する予定であ

ります。 
 

（３） 調達する資金の支出予定時期 
   平成20年度中を予定しており、支出までの間はリスクの少ない預金等で管理いたします。 
 
（４） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

新たな有利子負債の発生を極力抑制した資金調達とする事により、安定した経営が可能となり、

今回の資金使途には合理性があると判断しております。 
 
３，最近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 
（1） 最近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 
決 算 期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 
売 上 高 85,733 77,679 61,276



営 業 利 益 7,662 1,096 1,742
経 常 利 益 10,415 461 △4,952
当 期 純 利 益 5,025 △2,966 △7,491
１株当たりの当期純利益 
または当期純損失（円） 82.31 △51.13 △129.21

１株当たりの配当金（円） 30 30 30
１株当たりの純資産（円） 1,183.56 1,121.88 894.34
 
（2） 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況（平成20年９月30日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 
発行済株式数 63,139,649株 100％
現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 －株 －％

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 －株 －％

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 －株 －％

 
（3） 今回の自己株式処分の状況 
処分日 平成21年１月５日から平成21年１月16日 
処分する株式の種類 当社普通株式 
処分する株式の総数 1,203,000株 
処分価額（1株につき） 168円  
処分価額の総額 202,104,000円 
処分時点における発行済株式数 63,139,649株 
処分時における潜在株式数 －株 
今回処分後の自己株式数 4,025,083株 
処分先 フジファンド株式会社、当社取締役、当社従業員

 
（4） 過去３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 
 

（5） 最近の株価の状況 
① 最近３年間の状況 

回次 第41期 第42期 第43期 
決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 
始値（円） 2,185 1,910 922
高値（円） 2,860 1,998 1,008
安値（円） 1,581 789 532
終値（円） 1,888 914 611

 



② 最近６ヶ月間の状況  
月別 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

始値（円） 612 542 506 476 413 301
高値（円） 617 555 530 493 414 336
安値（円） 538 477 470 397 240 164
終値（円） 545 510 477 403 290 176

 
③ 処分決議日における株価  
 平成20年12月15日 

始値（円） 164
高値（円） 169
安値（円） 163
終値（円） 168

 
４，処分後の大株主および持株比率 

処分前（平成 20 年９月 30 日） 処分後 

氏名 
持株比率

（％） 
氏名 

持株比率

（％） 

フジファンド株式会社 4.75フジファンド株式会社 5.54
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
3.33日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
3.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口４Ｇ） 
2.84日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口４Ｇ） 
2.84

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券

投資信託口） 
2.77資産管理サービス信託銀行株式会社（証券

投資信託口） 
2.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
2.74日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
2.74

ドレスナー・クラインオート証券会社東京

支店 
1.58ドレスナー・クラインオート証券会社東京

支店 
1.58

昭栄株式会社 1.41昭栄株式会社 1.41
メロンバンクエービーエヌアムログロー

バルカストディエヌブイ 
1.05メロンバンクエービーエヌアムログロー

バルカストディエヌブイ 
1.05

メロンバンクエヌエーアズエージェント

フォーイッツクライアントメロンオムニ

バスユーエスペンション 

1.03
メロンバンクエヌエーアズエージェント

フォーイッツクライアントメロンオムニ

バスユーエスペンション 

1.03

ゴールドマンサックスインターナショナ

ル 
0.83ゴールドマンサックスインターナショナ

ル 
0.83

（注）処分前（平成20年９月30日現在）には、当社は自己株式5,228,083株を保有しておりますが、   
上記の大株主より除外しております。 

 
５，業績への影響の見通し 
 今回の自己株式処分により、連結および単体の業績に与える影響は軽微であります。 
 



６，処分条件等の合理性 
（１） 処分価額の算定根拠 
   処分価額（会社法上の払込金額）は、平成20年12月15日の東京証券取引所における当社株式

の終値といたします。 
 
（２） 処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由 
   今回の自己株式の処分株式数は1,203,000株となり、当社発行済株式総数の1.91％であります。

従って、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えております。 
 
７，処分先の選定理由等 
（１） 処分先の概要 

商号 フジファンド株式会社 

事業内容 資産管理 

設立年月日 平成 2年 4月 23 日 

本店所在地 東京都千代田区紀尾井町 3-32 

代表者の役職・氏名 取締役社長 藤本 秀朗 

資本金  1 億円 

純資産  10,637 百万円 

総資産  11,227 百万円 

大株主及び持株比率 藤本 秀朗 100％ 

主要取引銀行 三菱東京 UFJ 銀行 

決算期  3 月 31 日 

従業員数 - 

資本関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

関連当事者への該当状況 取締役社長 藤本 秀朗は当社取締役であります 

最近 3年間の業績    【単位：百万円】

決算期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 

売上高 135 95 94

営業利益 76 42 28

経常利益 118 △ 83 △ 1,350

当期純利益 1,548 △ 28 △ 1,351

 
当社代表取締役専務  前田 弘之 

当社代表取締役専務  松岡 好則 

当社代表取締役専務  鷺山 康孝 

当社取締役      大屋 賢司 

 



当社取締役      片岡 憲保 

当社従業員      38 名 

合   計      １社、43名 

 

（２） 処分先を選定した理由 
   当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、フジファンド株式会社、当社取締役お

よび当社従業員に対し割当を行います。尚、フジファンド株式会社は当社取締役 藤本秀朗の

資産管理会社であります。 
 
（３） 処分先の保有方針 
   当社と処分先との間におきましては、自己株式処分の払込みの日から２年以内に当該株式の全

部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名、住所、譲渡株式数等の内容

を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を証券取引所に報告すること、並びに当

該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、内諾を受けております。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別添）処分要領 
（１） 処分株式数 

1,203,000株   

（２） 処分価額 

168円 

（３） 処分価額の総額 

202,104,000円 

（４） 処分方法 

フジファンド株式会社、当社取締役および当社従業員に対して譲渡する。 

（５） 払込期間 

平成21年１月５日から平成21年１月16日 

（６） 処分後の自己株式数 

4,025,083株    
   ※平成20年９月末日時点の株式数に基づいて算出しております。 

  


