
 1

 
 

 平成 22 年３月 23 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社キトー  

代 表 者 名 代表取締役社長 鬼頭 芳雄

コード番号 6409（東証 第一部）  

問 合 せ 先
取締役執行役員  

経営管理本部長 
箭内 吉夫

 TEL：03-5371-7345  

 

主要株主、主要株主である筆頭株主及び 

その他関係会社の異動見込に関するお知らせ 

 

 以下の通り、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が見込ま

れますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動が生じた経緯 

本日発表の「KONECRANES PLC(本社：フィンランド)との業務・資本提携に関するお知ら

せ」にありますとおり、フィンランド共和国KONECRANES PLC（以下「KONECRANES」）との

業務・資本提携にあたり、当社筆頭株主であるCARLYLE JAPAN PARTNERS, L.P.（以下「CJP」）

ならびに当社株主であるCJP CO-INVESTMENT, L.P. （以下「CCI」）が保有する当社株式の

一部を、KONECRANESの100%子会社であるフィンランド共和国KONECRANES FINANCE 

CORPORATION（以下「KCF」）に譲渡することにより、KCFが新たに当社の主要株主に該当す

ることが見込まれます。また、上記の当社株式の譲渡により、KONECRANESおよびKCFが新

たに当社のその他関係会社に該当することが見込まれます。 

また、本日発表の「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による

自己株式の買付けに関するお知らせ」で公表した当社の自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）（以下「本件自己株式取得」）に関して、CJPおよびCCIより、その保有する

当社株式の売付けを申込み、本件自己株式取得の買付け上限数に相当する当社株式の売却

を目指す意向がある旨の連絡を受けていることから、KCFが新たに当社の筆頭株主に該当

するとともに、筆頭株主であるCJPが筆頭株主に該当しなくなることが見込まれます。 

なお、本開示にあたっては、当社有価証券報告書の「大株主の状況」欄において所有株

式数が最も多い株主として記載される株主を、筆頭株主として開示しております。 
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２．異動する株主の概要 

(1) 新たに主要株主となり、更に筆頭株主となる株主 

① 名 称： KONECRANES FINANCE CORPORATION 

② 本店所在地： P.O. BOX 661, FI-05801 Hyvinkää, Finland 

③ 代 表 者： Pekka Lundmark  chairman 

④ 事業の内容： 事業会社の資金調達 

⑤ 資 本 の 額： 22百万ユーロ 

(2) 筆頭株主でなくなる株主 

① 名 称： CARLYLE JAPAN PARTNERS, L.P. 

② 本店所在地： PO Box 265GT:Walker House, Mary Street, George Town, 

Grand Cayman, Cayman Islands 

③ 代 表 者： CJP GENERAL PARTNER, L.P 

④ 事業の内容： 投資業 

⑤ 資 本 の 額： なし 

 

３．異動前後における当該主要株主および筆頭株主の所有株式数・議決権の数およびその議決権

に対する割合 

(1) KONECRANES FINANCE CORPORATION 

 
所有株式数 

（議決権の数） 

総株主の議決権の数

に対する所有割合 
大株主順位 

異動前 

（平成21年９月30日現在） 

－ 株 

（－ 個） 
－ － 

異動後 
29,750 株 

（29,750 個） 
24.44％ 第 1 位 

(2) CARLYLE JAPAN PARTNERS, L.P. 

 
所有株式数 

（議決権の数） 

総株主の議決権の数

に対する所有割合 
大株主順位 

異動前 

（平成21年９月30日現在） 

62,026 株 

（62,026 個） 
45.87％ 第 1 位 

  ※ 異動前における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  

  14株 

  ※ 異動後における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 

  13,537株 

  ※ 平成22年３月23日現在の発行済株式総数 135,241株 

  ※ KCFの異動後の割合および順位につきましては、現時点での予定値を記載しております。 



 3

  ※ CJPの異動後の割合および順位につきましては、現時点では予定数の算出が困難である

ため、確定次第お知らせいたします。 

  ※ 小数点第三位以下を四捨五入しています。 

 

４．異動予定日 

  主要株主及びその他関係会社の異動：平成22年３月24日 

  筆頭株主の異動：         平成22年３月29日 

 

５．その他の関係会社に該当することとなった会社の概要 

(1) KONECRANES FINANCE CORPORATION 

(1) 名称 KONECRANES FINANCE CORPORATION 

(2) 所在地 P.O. BOX 661, FI-05801 Hyvinkää, Finland 

(3) 代表者の役職・氏名 Pekka Lundmark  chairman 

(4) 事業内容 事業会社の資金調達 

(5) 資本金 22百万ユーロ 

(6) 設立年月日 1989年７月12日 

(7) 連結純資産 70.6百万ユーロ(2009年12月31日現在) 

(8) 連結総資産 429.9百万ユーロ(2009年12月31日現在) 

(9) 大株主及び持株比率 KONECRANES PLC  100% 

資本関係 当社と当該会社との間には、本日現在記載すべ

き資本関係はありません。平成22年3月24日付

で、当該会社は当社普通株式29,750株を保有す

る予定です。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関

係はありません。 

(10) 上場会社と当該株

主の関係 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関

係はありません。 

 

(2) KONECRANES PLC 

(1) 名称 KONECRANES PLC 

(2) 所在地 P.O. Box 661 (Koneenkatu 8) 

FI-05801 Hyvinkää, Finland  

(3) 代表者の役職・氏名 Pekka Lundmark  

President and CEO 

(4) 事業内容 クレーンおよびクレーン関連機器製造、販売 

(5) 資本金 30百万ユーロ(2009年12月31日現在 Share capital) 
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(6) 設立年月日 1993年10月6日 

(7) 連結純資産 407百万ユーロ(2009年12月31日現在 Total Equity) 

(8) 連結総資産 1,060百万ユーロ(2009年12月31日現在 Total Assets) 

(9) 大株主及び持株比率 Htt 2 Holding Ltd  5.06％ 他 

資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関

係はありません。 

(10) 上場会社と当該株

主の関係 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関

係はありません。今後の取引関係については、

本日発表の「KONECRANES PLC(本社：フィンラン

ド)との業務・資本提携に関するお知らせ」に記

載のとおりです。 

 

 

６．移動前後におけるその他の関係会社の所有する議決権の数および所有割合 

(1) KONECRANES FINANCE CORPORATION 

議決権の数（議決権所有割合） 
 属性 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － － － － 

異動後 その他の関係会社 
29,750個 

(24.44％) 

0個 

(0.00%) 

29,750個 

(24.44％) 

 

(2) KONECRANES PLC 

議決権の数（議決権所有割合） 
 属性 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － － － － 

異動後 その他の関係会社 
0個 

(0.00%) 

29,750個 

(24.44％) 

29,750個 

(24.44％) 

 

  ※ 異動後における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 

  13,537株 

  ※ 平成22年３月23日現在の発行済株式総数 135,241株 

  ※ 小数点第三位以下を四捨五入しています。 
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７．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

KONECRANES PLCはヘルシンキ株式市場(NASDAX OMS Helsinki)に上場しているため、当

社の開示対象となる非上場の親会社等には該当いたしません。 

 

８．今後の見通し 

本日発表の「KONECRANES PLC(本社：フィンランド)との業務・資本提携に関するお知ら

せ」にも記載のとおり、KONECRANESとの業務・資本提携による平成22年３月期の業績に与

える影響は軽微なものと考えられます。平成23年３月期以降、業績への影響がある場合に

は、確定次第、適時開示いたします。 

今回の株式異動により、KONECRANESとの戦略的パートナーとしての地位をより強固なも

のとし、CJPならびにCCIとの関係につきましても、引き続き株主として良好な関係を継続

していく予定であります。 

 

以 上 


