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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22年１月14日開催の臨時取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を

行な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234,400株 
（２） 処分価額 １株につき853円 
（３） 処分価額の総額 199,943,200円 
（４） 処分方法 第三者割当による 
（５） 処分先 福山通運株式会社に全株割当る 
（６） 処分期日 平成22年２月26日 
（７） 処分後の自己株式数 469,721株 

 
 
１．第三者割当による自己株式の処分の目的及び理由 

当社は顧客の情報システムに関するコンサルティングから情報システムの開発、管理運営に至る一貫したサ

ービスの提供と組込みソフトウェア開発並びに半導体開発に関連した設計・評価・解析業務を営んでおります。

一方、福山通運株式会社（東京・大阪証券取引所市場第一部上場：コード番号9075）は昭和23年の設立以来、

運送事業及びこれらに付帯する事業を主体とし、流通加工事業並びに不動産の賃貸業等その他事業を営んでお

ります。当社は現在の取引先である同社とのビジネスの拡大及び一層の関係強化を図ることを目的として、当

社の自己株式を処分し、同社に第三者割当することといたしました。 
  
 
２．調達する資金の額、使途及び支出予定の時期 
（１） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

     199,943,200円 
 



（２） 調達する資金の具体的な使途 
      自己株式の処分による調達資金は、当社の社内ＩＴインフラ設備投資の資金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22年12月 
 
 
３．調達する資金使途の合理性に関する考え方 
  調達資金は当社の社内ＩＴインフラ設備投資等に充当し、当社の事業運営環境に資するものであることから、

合理性があるものと考えております。 
 
 
４．処分条件等の合理性 
 （１） 処分条件（処分価額等）が合理的であると判断した根拠 

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、当該処分に係る取締役会決議の前日までの直近 1
ヶ月間（平成21年12月14日から平成22年１月13日まで）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（円未満切捨）である853円（平成22年１月13日のジャスダック証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値である810円に1.053を乗じた価額）としております。取締役

会以前1カ月間のジャスダック証券取引所における当社普通株式の平均値を採用した理由は、当社が平

成22年３月期第２四半期決算発表を行った日（平成21年10月23日）以前の株価を含めないで平均株

価を算定することによって恣意性や特殊要因を排除できることになり、この度の処分価額は合理的であ

ると判断しております。 
 

 （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234,400株となり、当社発行済株式総数に占める割合は2.60％であるため、

株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であるとともに、本件自己株式処分は、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、中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。 
 
 

５．処分先の選定理由等 
 （１） 処分先の概要（平成21年３月31日現在） 

①商号 福山通運株式会社 

②事業内容 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、自動車整備事

業、倉庫業、荷造梱包業等 
③設立年月日 昭和23年9月13日 
④本店所在地 広島県福山市東深津町四丁目20番1号 
⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小丸 成洋 
⑥資本金の額        30,310百万円 
⑦発行済株式数 278,851,815株 
⑧純資産        165,173百万円 
⑨総資産        334,637百万円 
⑩事業年度の末日 ３月31日 
⑪従業員数        19,357名（連結） 



 
株主名 持株比率(%) 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社 16.36

財団法人渋谷育英会 9.18
近畿日本鉄道株式会社 6.95
日本マスタートラスト信託銀行株

式会社 6.16

日本生命保険相互会社 4.16
株式会社広島銀行 3.16
日本興亜損害保険株式会社 3.07
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 2.56
福山通運従業員持株会 1.75

⑫大株主及び持株比率 

株式会社大創産業 1.56

⑬主要取引先 イオングループ（イオン㈱と日本トランスシティ㈱外）

株式会社大創産業、株式会社ファーストリテイリング 

⑭主要取引銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行、広島銀行、中国銀行 
資本関係 該当事項はありません 

取引関係 システム開発および保守・運用サ

ービスの契約先 
人的関係 該当事項はありません ⑮当社と処分先の関係等 

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年間の経営成績及び財政状態 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年３月期

売上高        （百万円） 255,874 253,875 243,022 
営業利益       （百万円） 5,483 5,823 8,217 
経常利益       （百万円） 6,139 6,604 8,087
当期純利益      （百万円） △2,417 4,870 4,356 
１株当たり当期純利益 （円） △9.14 18.66 17.00
純資産        （百万円） 174,371 168,765 165,173
総資産        （百万円） 366,447 354,114 334,637 
１株当たり配当額   （円） 7.00 7.00 8.00
１株当たり純資産   （円） 665.11 648.66 647.19

 
 （２） 処分先を選定した理由 
     福山通運株式会社は当社の取引先であり、今後の事業展開を鑑み、同社との一層の関係強化を図るこ

とを目的として、自己株式の処分先として選定いたしました。なお、当社は、処分先の福山通運株式会

社が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力との関係がないことを既に確認しております。 
 
（３） 処分先の保有方針 
    処分先からは、処分する株式の保有方針について、中期的に継続して保有する意向である旨の報告を

受けております。 
当社は、処分先である福山通運株式会社に対して、自己株式処分の処分期日（平成22年２月26日）

から２年間について、福山通運株式会社が割当自己株式の全部または一部を譲渡する場合には、譲渡を

受けた者の氏名または名称および譲渡株式数等の内容を直ちに当社に書面により報告すること、当社が

当該報告内容等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、確

約書締結の予定であり内諾を得ております。 
 
 



（４） 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
  処分先の売上高・総資産・純資産等から、当該第三者割当の払込みに要する金額を十分有しているこ

とが認められております。 
 
 
６．大株主及び持株比率 

処 分 前 処 分 後 
株式会社セールス・プロモーショ

ン・センター 22.13 株式会社セールス・プロモーション・セ

ンター 22.13 

情報技術開発社員持株会 9.73 情報技術開発社員持株会 9.73 
髙橋  香 4.99 髙橋  香 4.99 
髙橋 信久 4.84 髙橋 信久 4.84 
内藤 惠嗣 4.46 内藤 惠嗣 4.46 
パナソニック電工インフォメー

ションシステムズ株式会社 2.00 福山通運株式会社 2.60 

三好 一郎 1.53 パナソニック電工インフォメーション

システムズ株式会社 2.00 

三好 千里 1.52 三好 一郎 1.53 
日本生命保険相互会社 1.47 三好 千里 1.52 
竹田 和平 1.44 日本生命保険相互会社 1.47 

  （注）１．平成21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。 
 
 
７．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 22 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、本件より当社株式を長期にわたり保有いただける株主が増えることは、経営の安定につながり、 

長期的に企業価値向上の一助になると考えております。 
 
 
８．企業行動規範上の手続きに関する事項 
  本件第三者割当は、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、

ジャスダック証券取引所の定める「上場会社の企業行動に関する規範」第２条に定める独立第三者からの意見

入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 
 
９．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） 最近の３年間の業績（連結）   

事業年度の末日 平成19年３月期 
(非連結) 

平成20年３月期 
(連結) 

平成21年３月期 
(連結) 

売 上 高  (百万円) 20,002 18,938 20,275
営業利益  (百万円) 1,368 1,217 1,282
経常利益  (百万円) 1,406 1,246 1,310
当期純利益 (百万円） 753 644 521
１株当たり当期純利益 (円) 88.42 74.23 60.10
１株当たり配当額（円） 30.00 50.0 25.00
１株当たり純資産（円） 936.84 929.20 943.87

 



 
（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１月14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 9,008,560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   17,200株 1.91％ 

 
（３） 今回の自己株式処分の状況 

処分日 平成22年２月26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 234,400株 
処分価額 １株につき853円 
処分価額の総額 199,943,200円 
調達資金の額 199,943,200円 
処分時点における発行済株式数 9,008,560株 
処分時における潜在株式数 17,200株 
今回処分後の自己株式数 469,721株 
処分先 福山通運株式会社 

 
（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 

 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円) 
平成19年３月期 1,595 1,620 1,100 1,160
平成20年３月期 1,165 1,288 720 754
平成21年３月期 754 909 410 710
平成21年７月 891 930 835 865
平成21年８月 835 920 795 920
平成21年９月 919 919 834 880
平成21年10月 880 927 860 910
平成21年11月 905 908 805 860
平成21年12月 860 905 806 870
決議前日（平成22年１月13日） 810 815 810 810

 
以上 


