
 

平成 25 年 1月 29 日 

各   位 

会 社 名 富士フイルムホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 中嶋 成博 

(コード番号：4901 東証第一部･大証第一部･名証第一部)

問 合 せ 先 経営企画部 ＩＲ室長 杉山 健 

 （TEL：03－6271－1111） 

 

子会社への第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

（会社法第 800 条の規定に基づく子会社による親会社株式取得） 

 

当社は、平成 25 年１月 29 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分（以

下「本自己株式処分」といいます。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本自己株式処分は、

当社の完全子会社である富士フイルム株式会社の完全子会社である富士フイルムイメージングシステムズ株式会

社が、同社の子会社である株式会社フジカラープロフォトセンターとの間で、当社普通株式を対価とした株式交

換（以下「本株式交換」といいます。）を実施するためのものであります。 

 

記 

 

１． 処分要領 

（1）処分期日 平成 25 年３月 14 日 

（2）処分株式数 普通株式 137,488 株 

（3）処分価額 １株当たり 1,795 円 

（4）資金調達の額 246,790,960 円 

（5）募集又は処分方法 第三者割当による 

（6）処分予定先 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 

（7）その他 処分後の自己株式数 32,777,392 株（但し、平成 25 年１月１日以降の単元

未満株式の買取り及び売渡し分は含んでおりません。） 

 

２．処分の目的及び理由 

当社グループは、電子映像・写真等のイメージング製品の国内販売を担っている富士フイルムイメージ

ングシステムズ株式会社の営業写真業者向け写真プリント・アルバム事業において、生産と販売の連携を

強化し市場の期待に迅速に応える体制構築を目指し、平成 25 年３月 22 日を効力発生日とする本株式交換

により、同社の子会社であり、同事業の生産機能を担う株式会社フジカラープロフォトセンターを同社の

完全子会社とすることといたしました。 

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社及び同社の完全親会社である富士フイルム株式会社は

非上場会社であるため、本株式交換の対価として上場会社である当社の普通株式を割り当てることとし、

当社は本株式交換に先立って富士フイルムイメージングシステムズ株式会社に対し自己株式を割り当て
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いたします。 

なお、当該取引につきましては、会社法第 800 条に基づく子会社による親会社株式の取得であります。 

 

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） 

246,790,960 円 
 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本自己株式処分は、当社グループの連結経営強化の一環で、富士フイルムイメージングシステムズ株式

会社が株式会社フジカラープロフォトセンターの完全子会社化を行う際に実施する、当社普通株式を用い

た株式交換を目的とするものであります。したがって、本自己株式処分により調達する、差引手取概算額

246,790,960 円については、使途を特定せず、平成 25 年３月以降業務運営に資するため運転資金に充当

する予定であります。 

 

４．使途資金の合理性に関する考え方 

本自己株式処分は、上記「２.処分の目的及び理由」に記載のとおり、本株式交換を実施するために行

う取引であり、資金調達を目的とするものではありません。 

 

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 

処分価額の算定につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当社普通株式の市場価格を基礎と

しました。 

処分価額は、本自己株式処分に関する取締役会決議の前日までの直近１ヵ月間（平成 24 年 12 月 29 日

から平成 25 年１月 28 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である 1,795 円（円未

満切捨て）といたしました。なお、上記の直近１ヵ月の当社普通株式の終値の平均値を採用した理由は、

特定の一時点の値を基準とするのではなく一定期間の平均値を算定することで、株価が平準化され、一時

的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、さらに、なるべく自己株式処分と時間的に近接した期間の

平均値を採用することで、算定根拠としての客観性及び合理性を確保することができると判断したためで

す。 

当該処分価額 1,795 円につきましては、本自己株式処分に関する取締役会決議の前日（平成 25 年１月

28 日）における当社普通株式の終値 1,848 円との乖離率が▲2.9％（小数点以下第二位を四捨五入）、直

前３ヵ月間（平成 24 年 10 月 29 日から平成 25 年１月 28 日）における当社普通株式の終値の平均値 1,564

円との乖離率が＋14.8％（小数点以下第二位を四捨五入）、直前６ヵ月間（平成 24 年７月 29 日から平成

25 年１月 28 日）における当社普通株式の終値の平均値 1,456 円との乖離率が＋23.3％（小数点以下第二

位を四捨五入）となっており、特に有利な処分価額には該当しないと判断しております。本自己株式処分

の処分価額の算定は、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」に沿ったものでありま

す。 

なお、上記処分価額につきましては、監査役５名（うち社外監査役３名）全員が本自己株式処分に係る

取締役会に出席し、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。 
 

（２）処分数量及び株式の規模が合理的であると判断した根拠 

本自己株式処分に係る処分株式の合計は 137,488 株であり、当社発行済株式総数 514,625,728 株に対し

0.03％（小数点以下第三位を四捨五入）（平成 24 年９月 30 日時点の総議決権数 4,812,809 個に対して
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0.03％（小数点以下第三位を四捨五入））と小規模であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽

微であると考えております。また、本自己株式処分を実施し、富士フイルムイメージングシステムズ株式

会社の子会社（株式会社フジカラープロフォトセンター）を完全子会社化することにより、当社の連結経

営体制がより一層強化され、当社の企業価値向上に資するものと考えられます。よって、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。 

 

６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要（平成 24 年９月 30 日現在） 

（１）名称 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 

（２）所在地 東京都品川区西五反田三丁目６番 30 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 小島 正彦 

（４）事業内容 電子映像・写真等のイメージング製品の販売 

ビジネスユースに関連した画像・情報サービスの提供 

（５）資本金 100 百万円 

（６）設立年月日 昭和 56 年５月 29 日 

（７）発行済株式数 3,000 株 

（８）決算期 ３月 31 日 

（９）従業員数 502 名 

（10）主要取引先 家電量販店・写真専門店・広告代理店 

（11）主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 

（12）大株主及び持株比率 富士フイルム株式会社  100％ 

資本関係 処分予定先は当社の完全子会社であります。 

人的関係 関係は特にありません。 

取引関係 関係は特にありません。 

（13）当事会社間の関係 

関連当事者への該

当状況 

処分予定先は当社の完全子会社であり、関連当事者に

該当します。 

 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態                     （百万円） 

決算期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期

純資産 1,302 1,375 8,918

1 株当たり純資産(円) 434,185 458,548 2,972,668

売上高 8,406 8,830 18,251

営業利益(△損失) △296 142 1,437

経常利益(△損失) △295 132 1,483

当期純利益(△損失) △486 73 810

1 株当たり当期純利益(△損失)(円) △162,117 24,510 270,080

1 株当たり年間配当金(円) - 12,300 135,040

 

※ なお、処分予定先が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していない旨の確認書を東京証

券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所に提出しています。 
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（２）処分予定先を選定した理由 

当社グループは、イメージングソリューション、インフォメーションソリューション、及びドキュメン

トソリューションを提供し、社会とお客様に信頼されるグローバル企業を目指しております。 

持株会社である当社のもと、グループの中核をなす事業会社である富士フイルム株式会社が、写真関連

のフォトイメージング及びデジタルカメラ関連の電子映像ビジネスを含むイメージング事業を展開して

おり、同社の完全子会社である富士フイルムイメージングシステムズ株式会社が、国内において同事業の

基盤領域である個人・ビジネス顧客に対する写真・映像に関する製品・サービス事業を運営しております。 

電子映像・写真関連等のイメージング製品の国内販売を担う富士フイルムイメージングシステムズ株式

会社は、営業写真業者向け写真プリント・アルバム事業において、生産と販売の連携を強化し市場の期待

に迅速に応える体制構築を目指し、今後の事業環境の変化に合わせた柔軟かつ機動的な意思決定及び諸施

策の実行を可能とするため、同社の子会社であり、同事業の生産機能を担う株式会社フジカラープロフォ

トセンターの完全子会社化を実施いたします。 

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社及び同社の完全親会社である富士フイルム株式会社は

非上場会社であるため、本株式交換の対価として富士フイルム株式会社の完全親会社である当社の普通株

式を割り当てることとし、当社は、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社を本自己株式処分の処

分予定先として選定いたしました。 

 

（３）処分予定先の保有方針 

処分予定先は、割り当てられた当社の株式全てを本株式交換の対価として使用する予定です。また、当

社は処分予定先との間で、割当を受けた日から２年間において、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合

には、その内容を当社に書面にて報告する旨、及び当社が当該報告内容を東京証券取引所、大阪証券取引

所及び名古屋証券取引所に報告し、当該内容が公衆の縦覧に供されることに処分予定先は同意する旨の確

約書を締結する予定です。 

 

（４）処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

処分予定先は直近第３四半期（平成 25 年３月期）において、払込みに必要かつ充分な現金を有してい

ることを当該会社の財務諸表から売上高、総資産、純資産、現金及び預金の状況等により確認しておりま

す。なお、直近第３四半期（平成 25 年３月期）における処分予定先の売上高は 42,968 百万円（平成 24

年４月１日から平成 24 年 12 月 31 日）、総資産、純資産、現金及び預金の額は、それぞれ、25,130 百万

円、10,014 百万円、2,940 百万円（以上、平成 24 年 12 月 31 日現在）となっております。 
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７．処分後の大株主及び持株比率 

処分前（平成 24 年９月 30 日現在） 処分後 

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社(信託口) 

7.00％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 

5.81％

日本生命保険相互会社                      3.92％

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

2.20％

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 

2.08％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(信託口９)                                2.06％

株式会社三井住友銀行                      2.03％

モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー 

1.85％

三井住友海上火災保険株式会社              1.67％

三井住友信託銀行株式会社                  1.64％

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社(信託口) 

7.00％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 

5.81％

日本生命保険相互会社                      3.92％

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

2.20％

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 

2.08％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(信託口９)                                2.06％

株式会社三井住友銀行                      2.03％

モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー 

1.85％

三井住友海上火災保険株式会社              1.67％

三井住友信託銀行株式会社                  1.64％

（注1） 持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。 

（注2） 自己株式は、上表大株主から除外しております。 

 

８．今後の見通し 

本自己株式処分による当社の平成 25 年３月期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（新株

予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではない

こと）から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程 432 条、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条及び名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則第 34 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。 

 

（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。 
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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）                                                  （単位：百万円） 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

売上高 2,181,693 2,217,084 2,195,293

営業利益(△損失) △42,112 136,356 112,948

税金等調整前当期純利益(△損失) △41,999 117,105 89,187

当社株主帰属当期純利益(△損失) △38,441 63,852 43,758

1 株当たり当社株主帰属 

当期純利益(△損失)(円) △78.67

 

131.30 90.84

1 株当たり年間配当金(円) 25.00 30.00 35.00

1 株当たり株主資本(円) 3,573.66 3,576.03 3,574.32

 

（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 24 年 12 月 31 日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 514,625,728 株 100％

現時点における転換価額（行使価額）における潜在株式数 28,436,914 株 5.5％

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）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

始値 2,165 円 3,250 円 2,561 円

高値 3,250 円 3,345 円 2,594 円

安値 2,165 円 2,190 円 1,659 円

終値 3,220 円 2,576 円 1,941 円
 

②最近６ヶ月の状況 

 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

始値 1,528 円 1,382 円 1,302 円 1,301 円 1,320 円 1,514 円

高値 1,529 円 1,456 円 1,415 円 1,440 円 1,519 円 1,734 円

安値 1,245 円 1,299 円 1,240 円 1,247 円 1,259 円 1,504 円

終値 1,410 円 1,299 円 1,308 円 1,346 円 1,511 円 1,723 円
 

③処分決議日前営業日における株価 

 平成 25 年１月 28 日

始値 1,880 円

高値 1,884 円

安値 1,845 円

終値 1,848 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。 

 

10．処分要項 

（１）処分する株式の種類・数  普通株式    137,488 株 

（２）処分価額   １株につき 金 1,795 円 

（３）処分価額の総額           246,790,960 円 

（４）処分方法   第三者割当による 

（５）申込期間   平成 25 年３月 13 日 

（６）払込日    平成 25 年３月 14 日 

（７）処分先及び処分株式数  富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 137,488 株 

（８）上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。 

 

以 上  

 

 

【参考】 

 

当社

株式

株式会社フジカラー

プロフォトセンター 

少数株主

87.5％ 

12.5％ 

現金 100％ 

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 

富士フイルム株式会社 

100％ 

当社 

当社の富士フイルムイメージングシステムズ
株式会社に対する自己株式処分 

株式会社フジカラー

プロフォトセンター 

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

当社 

富士フイルム株式会社 

100％ 

100％ 

少数株主 

当社 

株式 

100％ 
株式会社フジカラー 

プロフォトセンター株式

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社と株
式会社フジカラープロフォトセンターの株式交換 
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