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1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年11月期第2四半期 2,900 5.9 51 △69.9 71 △63.1 △103 ―

21年11月期第2四半期 2,738 ― 170 ― 193 ― 158 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年11月期第2四半期 △9.09 ―

21年11月期第2四半期 16.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年11月期第2四半期 5,612 2,716 48.4 237.87
21年11月期 5,176 2,742 53.0 239.93

（参考） 自己資本   22年11月期第2四半期  2,716百万円 21年11月期  2,742百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年11月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年11月期 ― ―

22年11月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,720 5.8 50 ― 60 65.4 40 △85.4 3.50



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。業績予想に関する事項は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第2四半期 13,116,439株 21年11月期  13,116,439株

② 期末自己株式数 22年11月期第2四半期  1,695,969株 21年11月期  1,685,926株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第2四半期 11,429,168株 21年11月期第2四半期  9,575,697株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部業種や企業の収益が回復したことを背景に景気回復への

期待が高まりましたが、依然として雇用情勢は厳しく、個人消費の低迷やデフレ傾向が続いており、引き続き不透

明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社グループは需要期を迎えた教育施設分野を中心に新規顧客の開拓や新商品をはじめと

する重点商品の販売、販売店への販促活動、価格政策など積極的な販売拡大政策を推進してまいりました。 

 主要な分野別では、オフィス関連を中心とした民需が依然として低迷する中、教育施設関連や公共施設関連にお

きましては販売政策の成果が見られ、その結果売上高は、29億円(前年同期比5.9％増)となりました。 

 利益面につきましては、生産の合理化、経費の節減に引き続き注力いたしましたが、粗利益率の低下をカバーで

きず、営業利益は51百万円（前年同期比69.9％減）、経常利益は71百万円（前年同期比63.1％減）、また四半期純

損失は投資有価証券の評価損などにより１億３百万円（前年同期は１億58百万円の純利益）となりました。  

  

(1)資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は56億12百万円と、前連結会計年度末に比べて４億36百万円増加い

たしました。  

流動資産は、たな卸資産が59百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が４億27百万円、有価証券が１億

99百万円、それぞれ増加したこと等から前連結会計年度末に比べて４億19百万円増加し、33億11百万円となりまし

た。  

固定資産は、有形固定資産の取得等により、前連結会計年度末に比べて17百万円増加し、23億円となりました。

負債は、28億96百万円と、前連結会計年度末に比べて４億62百万円増加いたしました。  

流動負債は、１年内返済予定の長期借入金が１億１百万円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が３億62百

万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べて３億64百万円増加し、14億79百万円となりました。  

固定負債は、退職給付引当金が72百万円増加したこと等から、97百万円増加し、14億16百万円となりました。  

純資産は、その他有価証券評価差額金が79百万円増加いたしましたが、利益剰余金が１億３百万円減少したこと

等から、前連結会計年度末に比べて25百万円減少し、27億16百万円となりました。   

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高

に比べ２億54百万円増加し、15億44百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果増加した資金は、１億81百万円（前年同期比１億２百万円増）となりました。これは主に季節的

要因により売上債権が４億33百万円増加いたしましたが、仕入債務が３億62百万円、賞与引当金が68百万円それぞ

れ増加したこと、投資有価証券評価損を88百万円計上したことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果増加した資金は、１億62百万円（前年同期比１億53百万円増）となりました。これは主に搬送設

備や新商品金型など固定資産の取得に74百万円投資いたしましたが、定期預金の払戻により資金が２億60百万円増

加したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、88百万円（前年同期は５億57百万円の増加）となりました。これは主に長期借

入金の返済により資金が１億77百万円減少したことによるものであります。  

  

 平成22年１月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 当社グループは、前連結会計年度まで５期連続で営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においては、

営業利益51,203千円を計上するも、四半期純損失103,882千円を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社は平成22年４月９日開催の取締役会において、アイリスオーヤマ株式会社による

当社普通株式に対する公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付

けへの応募を推奨することを決議しました。 

 アイリスオーヤマ株式会社の完全子会社化により迅速な事業展開を行い、それぞれのブランドを生かしなが

ら、商品開発、資材調達、生産、販売、物流等に至る業務を更に共同化することで、家具事業の強化拡大に繋げ

ます。これらの施策を確実に実行することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するよう努めてま

いりますが、当社を取り巻く経済環境は依然厳しく、現時点ではその解消には重要な不確実性が認められま

す。  

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 969,187 1,134,698

受取手形及び売掛金 1,023,858 596,250

有価証券 605,261 405,402

商品及び製品 402,161 432,735

仕掛品 65,876 77,697

原材料及び貯蔵品 217,545 234,260

繰延税金資産 131 135

その他 40,776 19,121

貸倒引当金 △12,837 △7,446

流動資産合計 3,311,960 2,892,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 84,658 54,348

機械装置及び運搬具（純額） 40,178 27,098

土地 1,384,891 1,384,891

その他（純額） 26,410 23,344

有形固定資産合計 1,536,138 1,489,682

無形固定資産 17,359 18,689

投資その他の資産   

投資有価証券 658,760 674,285

繰延税金資産 1,434 1,434

破産更生債権等 9,935 4,388

その他 88,443 100,416

貸倒引当金 △11,170 △5,617

投資その他の資産合計 747,403 774,907

固定資産合計 2,300,901 2,283,279

資産合計 5,612,862 5,176,136



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 964,241 601,423

短期借入金 60,000 60,000

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内返済予定の長期借入金 135,320 236,924

未払金 52,537 83,029

未払費用 59,704 57,965

未払法人税等 90,482 38,710

未払消費税等 28,726 3,673

賞与引当金 68,981 －

その他 19,515 22,795

流動負債合計 1,479,509 1,114,521

固定負債   

長期借入金 631,790 607,650

再評価に係る繰延税金負債 257,337 257,337

退職給付引当金 404,771 332,558

役員退職慰労引当金 77,162 73,821

負ののれん 4,027 4,832

その他 41,628 42,836

固定負債合計 1,416,717 1,319,036

負債合計 2,896,226 2,433,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 681,833 681,833

資本剰余金 2,095,517 2,095,517

利益剰余金 68,135 172,017

自己株式 △193,886 △192,706

株主資本合計 2,651,599 2,756,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94,693 △173,813

土地再評価差額金 159,729 159,729

評価・換算差額等合計 65,036 △14,084

純資産合計 2,716,636 2,742,577

負債純資産合計 5,612,862 5,176,136



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,738,104 2,900,369

売上原価 1,801,859 2,004,457

売上総利益 936,244 895,912

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 153,613 169,711

給料及び賞与 284,604 298,785

福利厚生費 69,773 69,366

賞与引当金繰入額 － 39,392

退職給付費用 53,806 54,115

役員退職慰労引当金繰入額 615 3,341

賃借料 53,615 48,332

減価償却費 8,572 8,130

貸倒引当金繰入額 2,927 11,296

その他 138,516 142,238

販売費及び一般管理費合計 766,045 844,709

営業利益 170,199 51,203

営業外収益   

受取利息 891 786

受取配当金 5,244 3,862

固定資産賃貸料 4,735 4,739

カタログ代収入 8,335 7,886

株式割当益 － 7,191

その他 14,287 7,634

営業外収益合計 33,495 32,101

営業外費用   

支払利息 9,002 11,240

その他 1,667 800

営業外費用合計 10,670 12,041

経常利益 193,024 71,263

特別利益   

固定資産売却益 312 －

役員退職慰労引当金戻入額 31,249 －

特別利益合計 31,561 －

特別損失   

固定資産除却損 58 －

投資有価証券評価損 299 88,292

会員権売却損 － 1,500

業務資本提携費用 36,582 －

特別損失合計 36,940 89,792

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

187,645 △18,528

法人税、住民税及び事業税 49,645 85,348

法人税等調整額 △20,080 4

法人税等合計 29,565 85,353

四半期純利益又は四半期純損失（△） 158,080 △103,882



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,801,620 1,882,874

売上原価 1,161,406 1,256,769

売上総利益 640,214 626,105

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 99,241 115,691

給料及び賞与 141,583 139,734

福利厚生費 35,650 37,954

賞与引当金繰入額 － 39,392

退職給付費用 23,409 28,460

役員退職慰労引当金繰入額 307 1,670

賃借料 27,344 23,877

減価償却費 4,827 4,143

貸倒引当金繰入額 1,779 5,902

その他 53,019 63,307

販売費及び一般管理費合計 387,164 460,133

営業利益 253,050 165,971

営業外収益   

受取利息 176 167

受取配当金 39 30

固定資産賃貸料 2,367 2,367

株式割当益 － 7,191

助成金収入 5,743 －

その他 7,098 2,691

営業外収益合計 15,425 12,448

営業外費用   

支払利息 5,358 5,900

その他 836 365

営業外費用合計 6,194 6,266

経常利益 262,280 172,153

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 32,611 －

特別利益合計 32,611 －

特別損失   

固定資産除却損 58 －

投資有価証券評価損 299 1,856

会員権売却損 － 1,500

業務資本提携費用 36,582 －

特別損失合計 36,940 3,356

税金等調整前四半期純利益 257,951 168,797

法人税、住民税及び事業税 45,847 82,059

法人税等調整額 △19,589 △116

法人税等合計 26,257 81,942

四半期純利益 231,694 86,854



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

187,645 △18,528

減価償却費 28,803 25,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,562 10,942

賞与引当金の増減額（△は減少） － 68,981

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,072 72,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,634 3,341

受取利息及び受取配当金 △6,136 △4,649

支払利息 9,002 11,240

有形固定資産売却損益（△は益） △312 －

有形固定資産除却損 58 －

投資有価証券評価損益（△は益） 299 88,292

会員権売却損益（△は益） － 1,500

売上債権の増減額（△は増加） △160,627 △433,155

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,384 59,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,417 25,053

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

824 209

仕入債務の増減額（△は減少） 36,209 362,817

その他 △43,624 △52,597

小計 90,986 220,418

利息及び配当金の受取額 6,136 4,649

利息の支払額 △8,395 △10,901

法人税等の支払額 △10,033 △33,023

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,693 181,142

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,150 △40,150

定期預金の払戻による収入 20,000 260,600

有価証券の売却による収入 1,693 －

有形固定資産の取得による支出 △38,548 △74,728

有形固定資産の売却による収入 1,802 －

投資有価証券の取得による支出 △50 △59

投資有価証券の売却による収入 35,505 6,412

貸付けによる支出 △8,170 △5,380

貸付金の回収による収入 5,348 4,894

その他 1,634 10,709

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,066 162,298

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 －

長期借入れによる収入 700,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △85,026 △177,464

社債の償還による支出 △230,000 △10,000

第三者割当増資による収入 272,880 －

その他 △59 △1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー 557,794 △88,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 645,554 254,796

現金及び現金同等物の期首残高 1,235,171 1,289,651

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,880,726 1,544,448



 当社グループは、前連結会計年度まで５期連続で営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においては、

営業利益51,203千円を計上するも、四半期純損失103,882千円を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社は平成22年４月９日開催の取締役会において、アイリスオーヤマ株式会社による

当社普通株式に対する公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付

けへの応募を推奨することを決議しました。 

 アイリスオーヤマ株式会社の完全子会社化により迅速な事業展開を行い、それぞれのブランドを生かしなが

ら、商品開発、資材調達、生産、販売、物流等に至る業務を更に共同化することで、家具事業の強化拡大に繋げ

ます。 

 これらの施策を確実に実行することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するよう努めてまいり

ますが、当社を取り巻く経済環境は依然厳しく、現時点ではその解消には重要な不確実性が認められます。  

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益にて区分掲記しておりました「助成金収入」は、営業外収益

の合計額の100分の20以下となり重要性が乏しいため、当第２四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示

しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間における「助成金収入」は、411千円であります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

当社グループは、家具・遊戯具の製造販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31日） 

当社グループは、家具・遊戯具の製造販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）表示方法の変更

（６）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（アイリスオーヤマ株式会社による当社株式に対する公開買付けについて）  

  

 アイリスオーヤマ株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）は、平成22年４月９日開催の取締役会におい

て、当社普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を行う旨を公表し、平成22年４月12

日から平成22年５月27日まで本公開買付けが実施されました。  

 本公開買付けに伴い、平成22年６月３日(本公開買付けの決済の開始日）付けで公開買付者が当社普通株式を

7,380,413株取得致しました。これにより、公開買付者の所有する当社議決権数が総株主の議決権数に対する割合で

96.04％となり、公開買付者が新たに当社の親会社となりました。なお、当該異動について、当社は平成22年６月３

日付けで「臨時報告書」を東海財務局に提出しております。 

  

 当該異動の内容及び今後の見通しについては以下のとおりであります。 

  

１．異動の内容  

 イ．当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 

  

 ロ．当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

  ① 議決権の数 

  ② 総株主の議決権に対する割合 

（注１） 間接保有分はありません。 

（注２） 異動後の総株主の議決権の数に対する所有割合の計算においては、当社の総株主の議決権の数は、当

社の第58期有価証券報告書（提出日：平成22年２月25日）に記載された総株主の議決権の数（11,430

個）によっております。 

（注３） 総株主の議決権の数に対する所有割合は、いずれも小数点以下第三位を四捨五入しております。 

  

２．今後の見通し 

 公開買付者は、本公開買付けにより当社の発行済株式の全て（但し、自己株式を除きます。）を取得できなかっ

たことから、下記の一連の手続きにより、当社少数株主に対して当社株式を売却する機会を提供しつつ、当社の発

行済普通株式の全てを取得することを予定しております。 

 具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行

できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行済普

通株式（但し、自己株式を含みます。）の全てに全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項につい

ての定めをいいます。）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の発行済普通株式の全ての取得と引き換えに

別個の種類の当社株式を交付すること、並びに上記①乃至③を付議議案に含む株主総会及び上記②の定款一部変更

を付議議案に含む当社の普通株主による種類株主総会の開催を当社に要請しており、当該株主総会及び種類株主総

会において、上記各議案に賛成する予定です。 

６．その他の情報

 名称  アイリスオーヤマ株式会社 

 住所  宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 

 代表者の氏名  代表取締役社長 大山 健太郎 

 資本金  100百万円 

 事業の内容  生活用品の企画・製造・販売 

 異動前   個 3,597

 異動後  個 10,977

 異動前   ％ 31.47

 異動後   ％ 96.04



 上記の各手続きが実行された場合には、当社の発行済普通株式の全ては、全部取得条項が付された上で、全て当

社に取得されることとなり、当社の株主には、当該取得の対価として当社の別個の種類株式が交付されることにな

りますが、交付されるべき当該当社株式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の

関連法令の定めに従い、当該端数の合計数（合計した数に１株に満たない端数がある場合には当該端数は切り捨て

られます。以下同じとします。）に相当する当該当社株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されるこ

とになります。なお、当該端数の合計数に相当する当該対象者株式の売却の結果、当該株主に交付される金銭の額

については、本公開買付価格を基準として算定する予定です。また、全部取得条項が付された当社の普通株式の取

得の対価として交付する当社株式の種類及び数は、本四半期短信提出日現在未定ですが、公開買付者は、当社に対

して、公開買付者が当社の発行済普通株式の全てを所有することになるよう、公開買付者以外の当社の株主に対し

交付しなければならない当社株式の数が１株に満たない端数となるよう要請する予定です。上記手続きに関連する

少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、上記②の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を

行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として、会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従っ

て、株主はその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、上記③の全部取得条項が付

された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、

株主は当該株式の取得価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。これらの方法による１株

当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。 

 また、上記①乃至③の手続きについては、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付

者の議決権所有割合又は公開買付者以外の当社の株主の株式の所有状況等によっては、それと同等の効果を有する

他の方法を実施する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者以外の当社の株主に対しては、最終的に

金銭を交付する方法により、当社を公開買付者の完全子会社とすることを予定しておりますが、その場合の具体的

な手続きについては、公開買付者と協議のうえ、決定次第速やかに開示いたします。 

 本公開買付けにより、当社は公開買付者の完全子会社となり、完全子会社となる当社の株式は、株式会社名古屋

証券取引所の株式上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て平成22年８月23日に上場廃止となる予定です。 
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