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                            平成21年２月17日 

各 位 

 

会 社 名  岩 塚 製 菓 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  槇 春夫 

（JASDAQ コード番号 2221） 

問合せ先  取締役管理本部長 郷 芳夫  

（TEL．0258－92－4111） 

 

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21年２月17日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当に

よる自己株式の処分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

処分要領 

（1）処分株式数 

普通株式150,000株 

 

（2） 処分価額 

１株につき1,597円 

 

（3） 処分価額の総額 

239,550,000円 

 

（4）処分方法 

第三者割当の方法によりWWCLグループのLEADING GUIDE CORPORATIONへ譲渡す

る。 

 

（5） 払込期日 

平成21年３月12日 

 

（6） 処分後の自己株式数 

218,449株(但し、平成21年1月31日以降の単元未満株式の買取請求に基づき取

得した自己株式は含んでおりません。) 
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１.第三者割当による自己株式の処分の目的 

当社は、1947年に新潟県三島郡越路町（現在の新潟県長岡市）において、戦後の食

糧難時代に甘味の提供を目的に水飴、カラメル、澱粉等の製造を開始し、1954年よ

り主たる事業を米菓製造とし、お客様に安心・安全な価値ある商品とサービスを提

供すると共に、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供す

ることを使命であると考え、かかる使命の追求を通じた企業価値の向上をめざして

おります。 

今回、自己株式の処分先はLEADING GUIDE CORPORATIONとしております。LEADING 

GUIDE CORPORATIONは当社が 5％株式を保有している Want Want China Holdings 

Limited（以下WWCLといいます。）傘下のWant Want Holdings Ltd（以下WWHLといい

ます。）の100％子会社です。なお、WWCLはその拠点を中国の上海に置き、2008年3

月に香港証券取引所に上場している総合食品メーカーであり、また、WWHLは台湾・

香港・シンガポール・中国で食品関係の子会社を多数傘下に有する、1995年にシン

ガポールで設立された持株会社です。今回の自己株式の処分に当たり当社はWWCLに

株式の保有について依頼したところ、WWCLはWWCLグループの投資事業を行いWWCLグ

ループの保有する株式を管理しているLEADING GUIDE CORPORATIONで当社株式を保

有する旨の確約が得られましたので、同社が今回の処分先となりました。 

当社は、WWCLグループの母体である宜蘭食品工業股份有限公司と1983年に米菓製造

の技術提携契約を結び、当該契約締結を機に同社は台湾で米菓の製造を開始しまし

た。その後1992年に宜蘭食品工業股份有限公司は中国に進出し、中国で幅広い事業

を展開しております。 

当社とWWCLは中国及び本邦での事業拡大を目的に、2002年に当社で使用する原材料

の一部を製造し、供給を行う合弁会社「瀋陽岩旺米粉製造有限公司」（当社出資比

率90％）を中国に設立、2003年に本邦でWWCL製品の販売を行う合弁会社「旺旺・ジ

ャパン株式会社」(当社出資比率40％)を東京に設立しております。 

今回、LEADING GUIDE CORPORATIONへ自己株式を処分することは、自己株式の処分

による資金調達だけでなく、同社を含めたWWCLグループとの株式の持ち合いにより

資本関係の強化が図られ、中国での合弁会社「瀋陽岩旺米粉製造有限公司」の運営、

本邦でWWCL製品の販売を行う合弁会社「旺旺・ジャパン株式会社」の運営において、

中国での米菓事業における品質のバックアップ体制の強化、新しい米菓製造技術の

指導、新製品の研究開発の支援等の更なる充実を通じて、上記合弁会社の収益性を

高め、当社グループ全体での利益の向上、LEADING GUIDE CORPORATIONが当社第９

位の大株主となることで、安定株主の確保ができ経営の安定化及び長期的な企業価

値の向上につながると考え、今般、当社の自己株式をLEADING GUIDE CORPORATION

へ割当てることといたしました。 

なお、当社は上述の目的を達成するために自己株式の処分を行うこととし、今回の

自己株式の処分数量につきましては、LEADING GUIDE CORPORATION 及びWWCLと協議

の結果150,000株といたしました。 
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２.調達する資金の額及び使途 

（1） 調達する資金の額    

239,550,000円 

（2） 調達する資金の具体的な使途 

借入金返済に全額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21年３月 

（4） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

今般の自己株式処分で得られる資金は借入金返済に充当する予定であり、当

社の財務体質を強化することができることから、資金使途については合理性

があるものと考えております。 

 

３.最近３年間の業績及びエクイティ・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） 

事業年度の末日 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

売上高 19,726 20,268 20,351 

営業利益 252 455 31 

経常利益 476 627 226 

当期純利益又は当期純損失（△） 240 329 △121 

1株当たり当期純利益又は1株当た

り当期純損失（△）（円） 
38.92 55.81 △21.58 

１株当たり配当額（円） 10 15 13 

１株当たり純資産（円） 2,306.82 2,926.58 3,872.56 

 

（2） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成21年2月17日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式総数 5,995,000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 

0株 0％ 

 

（3） 今回の自己株式処分の状況 

処分日 平成21年３月12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 150,000株 

処分価額 １株につき1,597円 

処分価額の総額 239,550,000円 

調達資金の額 239,550,000円 
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処分時点における発行済株式数 5,995,000株 

処分時における潜在株式数      0株 

今回処分後の自己株式数 218,449株 

(但し、平成21年1月31日以降の単元未満株式の買取請求

に基づき取得した自己株式数は含んでおりません。) 

処分先 LEADING GUIDE CORPORATION 

 

（4） 最近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                    

平成18年３月期末 

（平成18年３月31日終値） 
1,691円 

平成19年３月期末 

（平成19年３月30日終値） 
1,902円 

平成20年３月期末 

（平成20年３月31日終値） 
1,991円 

最近３か月の終値平均 

（平成20年11月17日～平成21年２月17日） 
1,717円 

 

４.大株主及び持株比率 

処分前(平成20年9月30日現在) 処分後 

株主名 比率 株主名 比率 

株式会社紀文食品 5.09％ 株式会社紀文食品 5.09％ 

岩塚製菓共栄会 4.92％ 岩塚製菓共栄会 4.92％ 

株式会社北越銀行 4.67％ 株式会社北越銀行 4.67％ 

平石 毅一 4.41％ 平石 毅一 4.41％ 

槇  政男 3.93％ 槇  政男 3.93％ 

株式会社第四銀行 3.34％ 株式会社第四銀行 3.34％ 

岩塚製菓従業員持株会 2.75％ 岩塚製菓従業員持株会 2.75％ 

槇  キク 2.71％ 槇  キク 2.71％ 

株式会社魚沼運輸 1.92％ 
LEADING GUIDE  

CORPORATION（注３） 
2.50％ 

三瀧商事株式会社 1.76％ 株式会社魚沼運輸 1.92％ 

(注)１.平成20年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

  ２.当社所有の自己株式は、上記表には含まれておりません。 

  ３. LEADING GUIDE CORPORATIONは外国株主であるため、株主名簿には保管銀行（カ

ストディアン）であるシティバンク銀行株式会社の名前で登録されます。 
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５.業績への影響の見通し 

今回の自己株式の処分は資本取引であり、平成21年3月期の業績に与える影響は、

連結・個別ともに軽微でありますが、本件により当社株式を長期にわたり保有頂け

る株主が増えることは、経営の安定化につながり、長期的に企業価値向上の一助に

なると考えております。 

 

６.処分条件等の合理性 

（1） 処分価額の算定根拠 

当社株式は、１日当たりの出来高が少なく、場合により１日のうちに大幅に

株価が変動することもあることから、日々の極端な株価変動の影響を受ける

ことを避け、処分価額を平成21年２月６日から平成21年２月17日（取締役会

開催日含む営業日）までの７営業日のジャスダック証券取引所における当社

普通株式の終値の平均値1,646円を参考として1,597円（ディスカウント率３

％、円未満四捨五入）を１株当たりの処分価額といたしました。なお、ディ

スカウント率につきましては、現在の株式市場の状況、払込期日までの相場

変動の可能性等諸般の事情を考慮の上決定したものであります。 

 

（2） 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の自己株式処分数量は150,000株となり、当社発行済株式総数に占める

割合は2.50％であるため、株式の希簿化及び流通市場への影響はありますが、

本件自己株式の処分は、当社グループ全体での利益の向上並びに安定株主の

確保による当社の経営の安定化につながり、長期的に企業価値向上の一助に

なると考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断

しております。 

 

７.処分先の選定理由 

（1）処分先の概要（2007年12月31日現在） 

①商号 LEADING GUIDE CORPORATION  

②事業内容 WWCLグループの投資事業 

③設立年月日 １９９２年３月２６日 

④本店所在地 P.O.BOX 659,ROAD TOWN,TORTOLA,BRITISH VIRGIN 

ISLANDS 

⑤代表者の役職・氏名 Director： Tsai Eng-Meng 

⑥資本金  US$ ’000   40,000   （3,598百万円） 

⑦発行済株式数       40,000,000株 

⑧純資産  US$ ’000  △6,778   （△609百万円） 

⑨総資産   US$ ’000 135,481  （12,189百万円） 

⑩決算期           12月31日 

⑪従業員数          0人 
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⑫主要取引先 Want Want Holdings Ltd. 

⑬大株主及び株主比率 Want Want Holdings Ltd.   100％ 

⑭主要取引銀行 The Hongkong and Shanghai Banking  

Corporation Limited（香港上海銀行） 

⑮当社と処分先の関係等 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 該当事項はありません。 

⑯最近3年間の業績 

決算期 2005年12月 2006年12月 2007年12月 

売上高  US$ ’000 
21,127 

（1,900百万円） 

39,560 

（3,559百万円） 

18,323 

（1,648百万円） 

営業利益 US$ ’000 
△5,155 

（△463百万円） 

△7,682 

（△691百万円） 

△9,828 

（△884百万円） 

経常利益 US$ ’000 
△4,280 

（△385百万円） 

△8,370 

（△753百万円） 

△10,394 

（△935百万円） 

当期純利益 US$ ’000 
△4,280 

（△385百万円） 

△8,370 

（△753百万円） 

△10,394 

（△935百万円） 

1株当たり当期純利益 US$ 
    △0.11 

  （△ 9.63円） 

     △0.21 

（△18.83円） 

 △0.26 

（△23.38円） 

1株当たり配当金 US$  0        0  0 

1株当たり純資産 US$ 
     0.30 

   （26.96円） 

      0.09 

（ 8.13円） 

   △0.17 

（△15.25円） 

※日本円は2009年１月30日の為替レートである89.97円で計算しております。 

 

（2）処分先を選定した理由 

当社とWWCLグループは、1983年の米菓製造の技術提携開始以来、非常に緊密

な信頼関係を構築しており、中国での合弁会社｢瀋陽岩旺米粉製造有限公司｣

（当社出資比率90％）の運営を行っているほか、本邦でWWCL製品の販売を行

う合弁会社｢旺旺・ジャパン株式会社｣(当社出資比率40％)の運営を行ってお

ります。また、WWCLグループの中国での米菓事業における品質管理のバック

アップ体制の強化、新しい米菓製造技術の指導、新製品の研究開発の支援等

の関係強化を通じて中国市場での米菓事業の拡大を図るうえで、当社の事業

運営に欠かせないパートナーであると判断し、WWCLの要請を受けWWCLグルー

プの投資事業を行っているLEADING GUIDE CORPORATIONを自己株式の処分先

として選定いたしました。 

なお、LEADING GUIDE CORPORATIONは、現在、純資産がマイナスとなってお

りますが、今回の自己株式の処分に関する資金についてはWWCLより調達する

ため問題ないことを確認しております。 
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また、当社はWWCLグループ及びLEADING GUIDE CORPORATIONより提示された

資料及びヒアリング並びに1983年からのWWCLとの継続的な取引を通じて、反

社会的勢力と関係がないことを確認しております。 

 

（3）処分先の保有方針 

LEADING GUIDE CORPORATIONからは、処分する株式の保有方針について、長

期に保有する意思であることを確認しております。 

なお、当社と処分先であるLEADING GUIDE CORPORATIONとの間におきまして、

LEADING GUIDE CORPORATIONは割当日から２年以内に、当該処分株式の全部

又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及び住所、譲渡

株式数等の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告の内容を

ジャスダック証券取引所に報告する旨の確約書を締結する予定としておりま

す。 

以 上 


