
1 

 
 

 

News Release (6409 TSE 1)      

                           
  

平成 28 年９月 27 日 

  

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 執行役員 経営管理本部長 遅澤 茂樹

 TEL：03-5908-0161  

 

主要株主、主要株主である筆頭株主および 

その他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

下記のとおり、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社に異動があり

ましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動が生じた経緯 

平成 28 年９月 26 日発表の「KONECRANES PLC（本社：フィンランド）等との業務・資本提携の解

消に関するお知らせ」および「自己株式の取得およ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 （会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己

株式の取得およ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）」にありますと

おり、当社は自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付（以下「本自己株式の取

得」）を行い、フィンランド共和国 KONECRANES PLC（以下「KONECRANES」）の 100％子会社である

フィンランド共和国 KONECRANES FINANCE CORPORATION（以下「KCF」）が保有する当社普通株式の

全部をもって本自己株式の取得に応じたため、KCF は、当社の主要株主でなくなりました。また、

上記の本自己株式の取得により、KONECRANES および KCF がその他の関係会社でなくなりました。 

また、本自己株式の取得に伴い、みさき投資株式会社（以下「みさき投資」）が関東財務局に平

成28年6月15日付で提出した大量保有報告書に係る変更報告書および同月16日付で提出した大量保有

報告書に係る訂正報告書において株券等保有割合が9.59％とされている同社が、新たに当社の主要

株主である筆頭株主に該当することとなります。なお、本開示にあたっては、みさき投資が関東財

務局へ提出した大量保有報告書に係る変更報告書および訂正報告書に基づき、所有株式数が第二番

目に多い株主として推定し、新たに主要株主である筆頭株主となった株主として開示しておりま

す。 
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２．異動した株主の概要 

（１）KCF（筆頭株主でなくなった株主） 

① 名 称： KONECRANES FINANCE CORPORATION 

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

③ 代 表 者： President and CEO Panu Routila 

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）みさき投資（新たに主要株主である筆頭株主となった株主） 

① 名 称： みさき投資株式会社 

② 本店所在地：東京都港区南青山五丁目11番１号 

③ 代 表 者： 代表取締役社長 中神 康議 

④  事業の内容： 投資運用業、投資助言業・代理業 

⑤ 資本の額 ： 6,350万円 

 

３．異動前後におけるKCF及びみさき投資の所有株式数・議決権の数およびその議決権に対する割合 

（１）KCF 

 
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28年３月31日現在） 

5,950,000株 

（59,500個） 
22.66％ 第 １ 位 

異動後 

（平成28年９月30日現在） 

76,100株 

（761個） 
0.37％ - 

 

（２）みさき投資 

 
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28年６月８日現在） 

2,594,900株 

（25,949個） 

9.88％ 

 
第 ２ 位 

異動後 

（平成28年９月30日現在） 

2,594,900株 

（25,949個） 
12.78％ 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 

  787,016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 

6,737,016株 

※ 平成28年３月31日現在の発行済株式総数 27,048,200株 

  ※ みさき投資の「議決権の数」および「所有株式数」は、当該株主が関東財務局へ提出した大

量保有報告書に係る変更報告書および訂正報告書に基づき記載しており、当社として当該株

主名義の所有議決権の数および実質所有株式数の確認ができたものではありません。また、

当該株主の大株主順位は、平成28年３月31日現在の議決権総数を基準に推定しております。 
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  ※ 小数点第三位以下を四捨五入しています。 

 

４．異動日 

  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の異動：平成28年９月30日 

（当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付の日の３営業日後） 

 

５．その他の関係会社に該当しなくなった会社の概要 

（１）KONECRANES 

(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 President and CEO Panu Routila 

(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(平成27年12月31日現在)  

(６) 設立年月日 平成５年10月６日 

(７) 連結純資産 456百万ユーロ（平成27年12月31日現在） 

(８) 連結総資産 1,485百万ユーロ（平成27年12月31日現在） 

(９) 大株主および持株比率 HTT KCR Holding Oy Ab 10.9％ 他 

(10) 上場会社と当該株主と

の関係 

資本関係 当該会社は当社の普通株式を5,950,000株

(発行済株式数に対する割合：22.00％) 

[間接]保有しております。 

人的関係 当社と当該会社との間には、本日現在記載

すべき人的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、当該会社製造

のワイヤーロープホイストの取引関係があ

ります。 

（２）KCF 

(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 President and CEO Panu Routila 

(４) 事業内容 事業会社の資金調達 

(５) 資本金 22百万ユーロ(平成27年12月31日現在) 

(６) 設立年月日 平成元年７月12日 

(７) 連結純資産 76百万ユーロ(平成27年12月31日現在) 

(８) 連結総資産 628百万ユーロ(平成27年12月31日現在) 

(９) 大株主および持株比率 KONECRANES PLC  100％ 

(10) 上場会社と当該株主と

の関係 

資本関係 当該会社は当社の普通株式を5,950,000株

(発行済株式数に対する割合：22.00％) 保

有しております。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人
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的関係はありません。 

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。 

 

 

６．異動前後におけるKONECRANES及びKCFの所有する議決権の数および所有割合 

 

（１）KONECRANES 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 その他の関係会社 
0個 

(0.00％) 

59,500個 

(22.66％) 

59,500個 

(22.66％) 

異動後 ― 
0個 

(0.00％) 

761個 

(0.37％) 

761個 

(0.37％) 

 

（２）KCF 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 その他の関係会社 
59,500個 

(22.66％) 

0個 

(0.00％) 

59,500個 

(22.66％) 

異動後 ― 
761個 

(0.37％) 

0個 

(0.00％) 

761個 

(0.37％) 

 

  ※ 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 

  787,016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 

  6,737,016株 

  ※ 平成28年３月31日現在の発行済株式総数 27,048,200株 

   

  ※ 小数点第三位以下を四捨五入しています。 

 

７．今後の見通し 

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

らせ」にも記載のとおり、KONECRANES との業務・資本提携の解消による平成 29 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 30 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。 

以 上 


