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第三者割当増資による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 平成21年５月25日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記の通り

決議しましたのでお知らせいたします。また、当該第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が

見込まれますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ．第三者割当による新株式発行について 

 

１．新株式の発行要領 

(1) 発行新株式数 普通株式 500,000 株  

(2) 発行価額 １株につき金 580 円  

(3) 発行価額の総額 290,000,000 円  

(4) 資本組入額 １株につき金 290 円  

(5) 資本組入額の総額 145,000,000 円  

 (6) 募集または割当方法    

(7) 申込期間 

第三者割当の方法による 

平成21年６月10日(水) 

(8) 払込期日 平成21年６月11日(木）  

(9)  割当先及び割当株数   

 椋本 充士 172,400 株 

 新美 司  104,000 株 

 尾家産業株式会社 68,900 株 

 アリアケジャパン株式会社 34,400 株 

 北沢産業株式会社 34,400 株 

 株式会社折兼 34,400 株 

 石橋青果株式会社 20,600 株 

 米常ライス販売株式会社 17,200 株 

 株式会社ヤマヤ醤油店 13,700 株 

         合計 500,000 株 

(10) 新株式の継続保有等の取決めに関する事項 

当社は割当先との間において、割当新株式の発行日から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、当該内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書を受領する予定でありま

す。  



(11) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

  

【ご参考】 

今回の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    1,164,800 株（現在の資本金 479,205,000 円） 

   増資による増加株式数     500,000 株（増加資本金  145,000,000 円）   

   増資後発行済株式総数    1,664,800 株（増資後資本金 624,205,000 円） 

 

２．増資の目的 

急激な景気後退、混乱の度を増し先行き不透明な経済環境下においては、収益力を向上させ成長

を継続する上で、財務基盤を安定させることが必須であります。また、適正規模の新規出店および

既存店リニューアルによる競争力強化を図ることが必要であり、当社事業の収益基盤を強化し健全

経営を実現するため、設備投資資金の確保と財務体質の改善を目的に、第三者割当増資を決議いた

しました。 

 

３．調達する資金の額及び使途 

(1) 増資調達資金の使途 

今回の第三者割当増資により調達した資金は、新規出店費用、既存店のリニューアル費用なら

びに借入金返済に充当する予定であります。 

 

（2） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

    286,000,000 円 

 

(3) 調達する資金の支出予定時期 

① 平成21年６月から平成22年６月までの既存店15店のリニューアル費用に95百万円を予定して

おります。 

② 平成21年６月から平成21年11月までの新規出店２店舗の出店費用に91百万円を予定しており

ます。 

 ③ 平成21年７月から平成22年６月までの借入金返済に１億円を予定しております。 

  

(4)  調達する資金使途の合理性に関する考え方 

    設備投資は、当社の継続成長を確保するため新規出店と既存店リニューアル投資は必要であり、

適正な投資によって成長を目指すものであります。また、借入金返済におきましては、有利子負

債の圧縮により財務体質の改善を図ることで、取引先や金融機関に対する信用向上につながるも

のと考えております。 

   成長に対する投資と財務基盤の強化による経営の健全化は、当社における重要な課題であり、

企業価値向上に寄与するものであることから、今回調達する資金使途として合理性を有すると考

えます。



４．過去３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

 (1) 最近３年間の業績（単位 百万円） 

第25期 第26期 第27期 
決 算 期 

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

売 上 高   3,904 4,101 4,642

営 業 損 益 193 98 56

経 常 損 益 160 52 13

当 期 純 損 益 7 69 △ 129

１株当り当期純損益（円） 17.34 66.21 △ 111.21

１ 株 当 り 配 当 金（円） 10.00 10.00 10.00

１ 株 当 り 純 資 産（円） 1,530.55 900.99 778.99

 

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種   類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 1,164,800 株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
93,000 株 7.39％

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－株 －％

  

(3) 過去３決算期及び直前の株価等 

 ① 最近３ヶ年の状況                 

決算年月 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

始値（円） － 1,200 668 

高値（円） － 1,235 668 

安値（円） －   631 430 

終値（円） －   670 473 

  （注）平成18年12月22日付をもって名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場いたしました 

ので、それ以前の株価について該当事項はありません。 

 

② 最近６ヶ月の状況 

月 別 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 

始値（円） 355 329 392 420 515 532 

高値（円） 375 422 450 500 540 584 

安値（円） 330 325 368 400 450 505 

終値（円） 350 422 450 500 531 564 

 

 



   ③ 発行決議日の直前日における株価 

     平成21年５月22日 

始値 630 

高値 630 

安値 630 

終値 630 

 

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

   第三者割当による新株式の発行 

発 行 期 日 平成21年６月11日 

調 達 資 金 の 額 286,000,000 円（発行価額：580 円）（差引手取概算額） 

募集時点における発行済株式数 1,164,800 株 

当該増資による発行株式数 500,000 株 

募集後における発行済株式総数 1,664,800 株 

割 当 先 椋本 充士             172,400 株 

新美 司              104,000 株 

尾家産業株式会社           68,900 株 

アリアケジャパン株式会社       34,400 株 

北沢産業株式会社           34,400 株 

株式会社折兼             34,400 株 

石橋青果株式会社           20,600 株 

米常ライス販売株式会社        17,200 株 

株式会社ヤマヤ醤油店         13,700 株 

 

(5) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

    名古屋証券取引所セントレックス上場時一般公募増資 

    発行日              平成18年12月22日 

    発行株式数     250,000 株 

    発行価格      1,260.00 円 

    発行価額      1,171.80 円 

増資額       146,475,000 円 

    増資後の資本金   479,205,000 円 

   

５．増資後の大株主の状況（単位 株：％） 

募集前 募集後 

株主名 株式数 構成比 株主名 株式数 構成比

新美司 157,300 13.50 新美司 261,300 15.69

株式会社グルメ杵屋 105,800 9.08 椋本充士 172,400 10.35

有限会社エヌアイエムホ

ールディングス 
62,502 5.36 株式会社グルメ杵屋 105,800 6.35



ＪＢイレブン社員持株会 53,580 4.59 尾家産業株式会社 88,400 5.30

新美さよ子 46,760 4.01
有限会社エヌアイエムホ

ールディングス 
62,502 3.75

椋本裕子 32,000 2.74 ＪＢイレブン社員持株会 53,580 3.21

三菱ＵＦＪキャピタル株

式会社 
30,400 2.60

アリアケジャパン株式会

社 
49,400 2.96

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行 
23,000 1.97 新美さよ子 46,760 2.80

サッポロビール株式会社 22,000 1.88 北沢産業株式会社 37,000 2.22

名城食品株式会社 20,000 1.71 株式会社折兼 36,000 2.16

（注）上記募集後の大株主構成等は、平成20年12月31日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第 

  三者割当増資で増加する株式数を加算して作成したものです。 

 

６．業績への影響の見通し 

今回の第三者割当増資による平成21年６月期の業績見通しに直接的な影響はありません。 

   

７．発行条件等の合理性 

(1) 発行価額の決定方法 

発行価額につきましては、取締役会決議日の前営業日（平成21年５月22日）の名古屋証券取

引所セントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値 630 円をもとに、580 円とい

たしました。この価額は取締役会決議日の前営業日の終値に対して 7.94％のディスカウントと

なっております。 

当社の株価の動きを勘案し、発行価額は直近の市場価格に基づくものが合理的であると判断

いたしました。また、ディスカウント率については、払込期日までの相場変動の可能性、当社

の発行済株式数、今回の第三者割当により発行される株式数、現在の株式市場の状況及び今回

の株式発行の必要性等を総合的に勘案したものであります。 

なお、当該発行価額は、日本証券業協会の第三者割当増資等の取扱いに関する指針に準拠し

た方法により算定しております。また、これにより算定した発行価額については、会社法第 199

条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないと判断しております。当該判断に当

たっては、弁護士のアドバイスを受けております。 

     

(2) 発行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理由 

今回発行する新株式は、現在の発行済株式総数の 42.93％にあたり、結果として株式の希薄化

が生じます。しかしながら、今回の増資は成長のための原資確保と財務基盤を強化するものであ

り、また、割当予定先との関係強化により経営効率の向上に資するものであります。これにより

企業価値・株式価値の向上が見込まれ、今回の第三者割当による発行株式数量及び株式希薄化の

程度は、合理的な水準にあると判断しております。 

なお、今回の第三者割当増資に係る発行価額、発行数量および第三者割当の目的について、当

社監査役の同意を得ております。 

 



８．割当先の選定理由 

(1) 割当先の概要 

   別紙のとおり 

 

(2)  割当先を選定した理由 

今回の増資は、著しい景気後退、混乱する経済情勢の環境下において、当社の成長戦略と財務

基盤の安定が最重要課題と認識しており、当社の今後の事業展開に理解を示していただける割当

先の選定が必要でありました。 

このような割当方針の下、当社の社外取締役である椋本充士氏（株式会社グルメ杵屋常務取締

役）、当社の代表取締役新美司氏の他、当社のビジネスパートナーである主要食材の提供を受ける

取引先（間接的取引先を含む）を割当先に選定いたしました。       

この主要取引先との関係を強固にし、仕入コストの軽減や新商品開発、新業態開発、物流とい

った様々な領域においての協力体制を構築し事業の効率性を向上させることが、経営の安定と当

社事業の強化につながるものと判断しました。 

   

(3) 割当先の保有方針 

割当予定先との間で、保有方針に関する取り決めはありませんが、継続的な保有をお願いする

方針であります。 

なお、当社は割当先が払込期日から２年間において、当該割当株式の全部または一部を譲渡し

た場合には、譲渡を受けた者の氏名及び譲渡株式数等の内容を直ちに書面にて当社へ報告する旨

の確約を得る予定です。 

 

９．増資日程（予定）   

   平成21年５月25日(月）      取締役会決議、有価証券届出書提出 

   平成21年６月10日(水）      届出書効力発生 

平成21年６月10日(水)       申込期間 

   平成21年６月11日(木）      払込期日 

 

Ⅱ．主要株主の異動について 

   

１．異動が生じた経緯 

  Ⅰ記載の第三者割当増資により、主要株主に異動が生じる見込みであります。 

 

２．新たに主要株主になるもの 

 氏名       椋本充士 

 住所       大阪市住吉区 

 

３．当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 

株主名：椋本充士 

 



 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異動前 
0 個 

（0株） 
0％ － 

異動後 
1,724 個 

（172,400 株） 
10.35％ 第２位 

  

  ※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数     600 株 

    平成20年12月31日現在の発行済株式総数               1,164,800 株 

 

４．異動年月日 

  平成21年６月11日（予定） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別 紙】 

 

割当予定先の氏名又は名称 椋本充士 

割当株数 172,400 株 

払込金額 99,992,000 円 

割当予定先 
の内容 

住所 大阪市住吉区 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

該当事項はありません。 

営業取引 該当事項はありません。 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 当社の社外取締役であります。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株
の全部又は一部を譲渡した場合には、当
該内容を直ちに当社へ報告する旨の確
約書を受領する予定であります。 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 新美司 

割当株数 104,000 株 

払込金額 60,320,000 円 

割当予定先 
の内容 

住所 愛知県知多郡東浦町 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

157,300 株 

営業取引 該当事項はありません。 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 当社の代表取締役であります。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該内
容を直ちに当社へ報告する旨の確約書を
受領する予定であります。 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 

 

 



割当予定先の氏名又は名称 尾家産業株式会社 

割当株数 68,900 株 

払込金額 39,962,000 円 

住所 大阪市北区豊崎六丁目11番27号 

代表者の氏名 代表取締役社長 尾家啓二 

資本金の額 1,305,700,000 円 

事業内容 業務用食品の販売 
割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 

サンホーム共栄会（6.66％） 
尾家亮（6.08％） 
㈲オイエコーポレーション（5.21％） 
尾家美津子 （4.66％） 
伊藤忠商事㈱（4.42％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

19,500 株 

営業取引 総合食材の仕入 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容は、平成20年９月30日現在であり、当社との関係は、平成21年３月31日 

現在におけるものであります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 アリアケジャパン株式会社 

割当株数 34,400 株 

払込金額 19,952,000 円 

住所 東京都渋谷区恵比寿南３丁目２番17号 

代表者の氏名 代表取締役社長 田川智樹 

資本金の額 7,095,096,000 円 

事業内容 天然調味料の製造、加工及び販売 

割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 
ジャパンフードビジネス㈱（16.27％） 
岡田甲子男（12.85％） 
ステートストリートバンク アンド 



トラストカンパニー（10.65％） 
㈶岡田甲子男記念奨学財団（6.69％） 
全国共済農業協同組合連合会（4.57％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

15,000 株 

営業取引 該当事項はありません。 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成20年９月30日現在におけるものであります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 北沢産業株式会社 

割当株数 34,400 株 

払込金額 19,952,000 円 

住所 東京都渋谷区東２丁目23番10号 

代表者の氏名 代表取締役社長 尾崎光行 

資本金の額 3,235,546,415 円 

事業内容 食品加工機器・調理機器の販売 
割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 

エス・ジー信託銀行㈱（18.85％） 
㈱北陸銀行（4.92％） 
北沢持株会（4.11％） 
福島工業㈱（3.27％） 
従業員持株会（3.08％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

2,600 株 

営業取引 厨房設備の購入 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成20年９月30日現在におけるものであります。 



 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社折兼 

割当株数 34,400 株 

払込金額 19,952,000 円 

住所 名古屋市西区菊井２丁目６番16号 

代表者の氏名 代表取締役社長 伊藤進康 

資本金の額 96,000,000 円 

事業内容 食品包装資材専門商社 

割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 
伊藤進康（17.59％） 
㈲イトシン（13.37％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

1,600 株 

営業取引 営業消耗品等の仕入 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 石橋青果株式会社 

割当株数 20,600 株 

払込金額 11,948,000 円 

住所 名古屋市熱田区川並町２番22号 

代表者の氏名 代表取締役社長 鈴木貴裕 

資本金の額 20,000,000 円 

事業内容 青果仲卸 

割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 
鈴木貴裕（50.00％） 
石橋真弓（16.50％） 



 
当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

2,000 株 

営業取引 青果の仕入 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 米常ライス販売株式会社 

割当株数 17,200 株 

払込金額 9,976,000 円 

住所 名古屋市北区辻本通１丁目 12 

代表者の氏名 代表取締役社長 小瀬古賢次郎 

資本金の額 30,000,000 円 

事業内容 米穀小売業 

割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 米常商事㈱（100.00％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

7,200 株 

営業取引 該当事項はありません。 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 



 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社ヤマヤ醤油店 

割当株数 13,700 株 

払込金額 7,946,000 円 

住所 名古屋市中区松原三丁目７番８号 

代表者の氏名 代表取締役社長 川竹保夫 

資本金の額 24,000,000 円 

事業内容 味噌醤油及び溜酢塩の販売 

割当予定先 
の内容 

大株主及び持株比率 
川竹智久（35.83％） 
川竹恵子（30.83％） 

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

1,600 株 

営業取引 酒・ジュース類の仕入 

営業外取引 該当事項はありません。 

当社との関係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

新株式の発行から２年以内に割当新株の
全部又は一部を譲渡した場合には、当該
内容を直ちに当社へ報告する旨の確約書
を受領する予定であります。 

 

  （注） 割当予定先の内容及び当社との関係は、平成21年３月31日現在におけるものであります。 

 

 

以上 

 


