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平成23年11月14日 

各 位 

会 社 名 カネ美食品株式会社 

代表者名 代表取締役社長  三輪 幸太郎

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６９）

問合せ先 取締役業務本部長 三矢本 利昭

 ＴＥＬ 052－895－2141（代表）

 
 

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23年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株

式の処分を行うこと（以下「本自己株式処分」といいます。）について決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．処分要領 

(1) 処分期日 平成23年12月１日 

(2) 処分株式数 110,000株 

(3) 処分価額 １株につき2,533円 

(4) 資金調達の額 278,630,000円 

(5) 募集又は処分方法 第三者割当による処分 

(6) 処分先 株式会社トーカン 

(7) その他 
処分後の自己株式の数は、39,140株となります。なお、平成
23年11月１日以降の単元未満株式の買取りによる株式数は含
めておりません。 

 

２．処分の目的及び理由 

 当社は、経営環境の変化に対応した柔軟かつ機動的な資本政策を遂行するために自己株式を

取得しており、平成23年10月31日現在において149,140株を保有しております。 

 このたび、当社の事業活動を支援していただいている取引先を対象とした第三者割当による

自己株式の処分を決定いたしました。 

 本自己株式処分の予定先である株式会社トーカンは、当社の仕入取引先であり、平成９年10

月に取引契約書を締結しております。また、当社及び株式会社トーカンは、当社が上場した平

成12年10月から市場を通じて双方で株式を随時取得しており、平成23年９月30日現在において、

当社が株式会社トーカンの株式を47,000株（持株比率0.67％）、株式会社トーカンが当社の株
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式を98,494株（持株比率0.98％）それぞれ保有しております。 

 当社のテナント事業の仕入にとっては、店舗毎への日々の配送は欠かせないものであること

から、新規出店を図る上での前述のような物流ルートを構築されている株式会社トーカンとの

提携が必要不可欠であります。併せて、今後における原材料価額の動向が不透明な中、仕入価

額の低減・安定化は最重要課題の一つであり、本自己株式処分によって株式会社トーカンとの

協力関係・業務提携が推進されることは、当社の発展並びに企業価値の向上に資するものと認

識しております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額） 

 278,630,000円 

 

 (2) 調達する資金の具体的な使途 

 本自己株式処分については、「２．処分の目的及び理由」並びに「６．(2) 処分先を選定

した理由」に記載のとおり、当社の経営戦略に基づく処分予定先との関係強化の一貫として

実施するものであり、資金調達を直接の目的としたものではないため、上記差引手取概算額

278,630,000円については、全額運転資金に充当する予定であります。なお、資金使途に充

当するまでの間は当社銀行口座で管理いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 本自己株式処分は、上述のとおり、資金調達を直接の目的としたものではないことから、全

額運転資金に充当することについての資金使途には合理性があるものと判断しております。 

 

５．処分条件等の合理性 

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 処分価額については、平成23年10月12日から平成23年11月11日（本自己株式処分に係る取

締役会決議日の直前営業日 以下、同じ。）までの直近１ヵ月間の大阪証券取引所ＪＡＳＤ

ＡＱにおける当社株式の終値の平均値である2,533円（円未満切捨て 以下、同じ。）といた

しました。 

 処分価額の算定に当たって、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日までの直

近1ヵ月間における当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一

時点を基準とするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的

な株価変動の影響などの特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く、合理的なもの

であると判断したためであります。 

 当該処分価額（2,533円）と、処分決議日の直前営業日（平成23年11月11日）における当

社株式の終値（2,521円）との乖離率は0.4％、直前３ヵ月間（平成23年８月12日から平成23
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年11月11日）における当社株式の終値の平均値（2,560円）との乖離率は△1.0％、直前６ヵ

月間（平成23年５月12日から平成23年11月11日）における当社株式の終値の平均値（2,580

円）との乖離率は△1.8％となっております。 

 上記処分価額の算定根拠は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」

に準拠するものであり、いずれの期間においても処分価額である2,533円が特に有利な処分

価額には該当しないものと判断しております。 

 なお、本自己株式処分に係る取締役会決議に参加した監査役４名全員（内、社外監査役２

名）は、当該処分価額の決定について、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を

基準とし、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠している

ことから、特に有利な処分価額には該当しない旨の表明をしております。 

 

(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 

 本自己株式処分数の発行済株式数（10,000,000株）に対する割合は1.1％（平成23年９月

30日時点での総議決権数98,236個に対する割合は1.1％）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認識しております。また、本自己株式処分により、株式会社

トーカンとの協力関係・業務提携が推進され、ひいては当社の発展並びに企業価値の向上が

図れるものと捉えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断し

ております。 

 

６．処分予定先の選定理由等 

(1) 処分予定先の概要 

（平成22年９月30日現在） 

(１) 名称 株式会社トーカン（名古屋証券取引所市場第二部：7648）

(２) 所在地 名古屋市熱田区川並町４番８号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役執行役員社長  菊子 健二 

(４) 事業内容 食品卸売業 

(５) 資本金 1,243百万円 

(６) 設立年月日 昭和24年10月18日 

(７) 発行済株式数 7,050,000株 

(８) 決算期 ９月30日 

(９) 従業員数 527名（連結） 

(10) 主要取引先 
株式会社サークルＫサンクス 
株式会社壱番屋 
ユニー株式会社 

(11) 主要取引銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社りそな銀行 
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(12) 大株主及び持株比率 

永津邦彦 
トーカン社員持株会 
永津眞紀子 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
トーカン友東会 
豊田通商株式会社 
株式会社壱番屋 
株式会社りそな銀行 
株式会社大垣共立銀行 

9.40％ 
5.90％ 
4.75％ 
4.63％ 
3.20％ 
3.00％ 
2.99％ 
2.26％ 
2.26％ 

(13) 当事会社間の関係  

 資本関係 
当社が保有している割当予定先の株式数 
割当予定先が保有している当社の株式数 

47,000株 
98,494株 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 当社は、割当予定先から原材料等を仕入れております。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

(14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 

連結純資産 百万円 14,877 14,714 15,047 

連結総資産 百万円 49,585 46,801 48,497 

１株当たり連結純資産 円 2,224.15 2,225.73 2,219.03 

連結売上高 百万円 156,887 152,471 145,799 

連結営業利益 百万円 1,126 196 715 

連結経常利益 百万円 1,441 479 966 

連結当期純利益 百万円 839 168 318 

１株当たり連結当期 
純利益 

円 124.07 25.37 47.89 

１株当たり配当金 円 22.00 24.00 24.00 

 

(2) 処分先を選定した理由 

 当社の主要原材料は、生鮮品であることから毎日仕入れを行っており、特にテナント事業

においては、店舗単位の小口仕入れであることからメーカーでは配送等の対応が困難な状況

となっております。 

 したがって、店舗毎への日々の配送が可能な食品卸売業者からの仕入割合が高くなってお

り、外販事業を含めた当社全体での仕入先上位３社の仕入先合計に対する仕入割合は、平成

23年３月期は88.7％となっております。 

 株式会社トーカンは、当該上位３社の内の１社であり、平成９年10月に当社と取引契約書

を締結し、原材料等の仕入を通じて当社の事業活動を支援していただいております。 

 今後のテナント事業における新規出店を含めた業容拡大を成し得るためには、店舗毎への

日々の配送が可能な物流ルートを構築されている株式会社トーカンとの提携が必要不可欠
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であり、併せて今後における原材料価額の動向が不透明な中、仕入価額の低減・安定化を図

る上においても、株式会社トーカンとの信頼・協力関係を更に強固にすることが必要である

との経営判断から今回の割当てを決定いたしました。 

 

(3) 処分先の保有方針 

 処分予定先である株式会社トーカンから、株式の保有方針について、当社との関係強化を

目的とした投資であり、本自己株式処分により取得する株式を長期的に継続して保有する意

向であることを確認しております。 

 なお、当社は処分予定先との間で、払込期日（平成23年12月１日）から２年間において、

処分予定先が本自己株式処分により取得した当社普通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、譲渡日、譲渡価額、譲渡の理由、

譲渡の方法等を当社に書面にて報告し、当該報告に基づく報告を当社が株式会社大阪証券取

引所に行い、当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を締結する

予定です。 

 

(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 

 直近決算期末日（平成22年９月30日）及び直近第３四半期末日（平成23年６月30日）にお

いて、払込みに必要かつ充分な現預金を有していることを当該会社の有価証券報告書、四半

期報告書等の財務諸表等により確認しております。 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

処分前（平成23年９月30日現在） 処分後 

ユニー株式会社 21.13％ ユニー株式会社 20.90％ 

三輪亮治 12.22％ 三輪亮治 12.09％ 

伊藤忠商事株式会社 8.14％ 伊藤忠商事株式会社 8.05％ 

三輪幸太郎 6.21％ 三輪幸太郎 6.14％ 

三輪信昭 5.04％ 三輪信昭 4.98％ 

株式会社サークルＫサンクス 4.97％ 株式会社サークルＫサンクス 4.91％ 

株式会社水谷海苔店 2.74％ 株式会社水谷海苔店 2.71％ 

カネ美食品共栄会 2.53％ カネ美食品共栄会 2.50％ 

株式会社昭和 2.33％ 株式会社昭和 2.30％ 

テーブルマーク株式会社 2.11％ 株式会社トーカン 2.10％ 

（注） 比率は、総議決権数に対する所有議決権数の割合を記載しております。 
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８．今後の見通し 

 本自己株式処分による当社の平成24年３月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微で

あります。 

 

（企業行動規範上の手続きに関する事項） 

 本自己株式処分は、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、大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第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は要しません。 

 

（支配株主との取引等に関する事項） 

該当事項はありません。 

 

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３年間の業績（連結） 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

連結売上高 百万円 87,516 82,016 81,488 

連結営業利益 百万円 2,728 2,683 2,830 

連結経常利益 百万円 2,882 2,844 3,007 

連結当期純利益 百万円 1,284 1,524 1,638 

１株当たり連結当期純利益 円 129.60 154.33 166.19 

１株当たり配当金 円 40.00 45.00 50.00 

１株当たり連結純資産 円 2,012.76 2,158.15 2,272.77 

 

(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23年９月30日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 10,000,000株 100％ 

現時点の転換価格（行使価額）に
おける潜在株式数 

―株 ―％ 

下限値の転換価格（行使価額）に
おける潜在株式数 

―株 ―％ 

上限値の転換価格（行使価額）に
おける潜在株式数 

―株 ―％ 
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(3) 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

始値 2,790円 2,670円 2,626円 

高値 2,800円 2,760円 2,750円 

安値 1,980円 2,400円 2,500円 

終値 2,680円 2,607円 2,668円 

 

 ② 最近６ヵ月間の状況 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

始値 2,630円 2,592円 2,600円 2,625円 2,590円 2,529円 

高値 2,671円 2,650円 2,650円 2,630円 2,600円 2,557円 

安値 2,585円 2,546円 2,580円 2,575円 2,505円 2,512円 

終値 2,600円 2,600円 2,625円 2,600円 2,529円 2,555円 

 

③ 処分決議日直前営業日における株価 

 平成23年11月11日   

始値 2,526円   

高値 2,526円   

安値 2,521円   

終値 2,521円   

 

(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。 

 


