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 この目論見書により行う株式1,660,270,000円（見込額）の募集（一

般募集）及び株式258,760,000円（見込額）の売出し（オーバーアロッ

トメントによる売出し）については、当社は金融商品取引法第５条に

より有価証券届出書を2022年５月27日に中国財務局長に提出しており

ますが、その届出の効力は生じておりません。 

 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行わ

れます。 

 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。

以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され

る事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概

算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出

数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、

目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格

等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン

ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://tazmo.co.jp/wn/）（以下「新聞等」とい

う。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格

等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目

論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定さ

れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分

が交付されます。 

 

募集又は売出しの公表後における空売りについて 

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有

価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の

５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供

された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の

訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（※１））において、当該有価証券と同一

の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設

取引システムにおける空売り（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行っ

た投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価

証券の借入れ（※３）の決済を行うことはできません。 

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証

券の借入れ（※３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集

又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

※１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、2022年５月28日から、発行価格及び売出

価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2022年６月６日から2022年

６月８日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間とな

ります。 

※２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 

・先物取引 

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投

資法人債券等の空売り 

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

※３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引に

よる買付け）を含みます。 
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【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年５月27日

【会社名】 タツモ株式会社

【英訳名】 TAZMO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　池田　俊夫

【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311

【電話番号】 086-239-5000（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長　　亀山　重夫

【最寄りの連絡場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311

【電話番号】 086-239-5000（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長　　亀山　重夫

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 1,660,270,000円

オーバーアロットメントによる売出し 258,760,000円

（注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、2022年５月20日

（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、2022年５月20日

（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】
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ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

１株当たり当期純利益（連結）

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　2019年５月27日から2022年５月20日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

　（注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

2019年５月27日から2019年12月31日については、2018年12月期有価証券報告書の2018年12月期の連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

2020年１月１日から2020年12月31日については、2019年12月期有価証券報告書の2019年12月期の連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

2021年１月１日から2021年12月31日については、2020年12月期有価証券報告書の2020年12月期の連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

2022年１月１日から2022年５月20日については、2021年12月期有価証券報告書の2021年12月期の連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。
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提出者（大量保有者）の氏名
又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等保有割
合（％）

みずほ信託銀行株式会社

2021年12月31日 2022年１月11日
大量保有報告書

（注）１．

270,100 2.00

アセットマネジメントOne株

式会社
410,000 3.04

野村證券株式会社

2021年12月31日 2022年１月11日
変更報告書

（注）２．

217,103 1.61

ノムラ　インターナショナ

ル　ピーエルシー（ＮＯＭＵ

ＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ

ＮＡＬ　ＰＬＣ）

-8,800 -0.07

野村アセットマネジメント株

式会社
645,700 4.78

三井住友ＤＳアセットマネジ

メント株式会社
2022年２月28日 2022年３月４日 大量保有報告書 681,000 5.04

エーシージー・マネージメン

ト・プライベート・リミテッ

ド

（ACG Management Pte. 

Ltd.）

2022年２月28日 2022年３月７日 大量保有報告書 714,100 5.29

ノムラ　インターナショナ

ル　ピーエルシー（ＮＯＭＵ

ＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ

ＮＡＬ　ＰＬＣ）
2022年３月15日 2022年３月18日

変更報告書

（注）３．

82,100 0.61

野村アセットマネジメント株

式会社
603,800 4.47

三井住友ＤＳアセットマネジ

メント株式会社
2022年４月29日 2022年５月10日 変更報告書 484,100 3.58

２【大量保有報告書等の提出状況】

　2021年11月27日から2022年５月20日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のと

おりであります。

　（注）１．みずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社は共同保有者であります。

２．野村證券株式会社、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ

ＡＬ　ＰＬＣ）及び野村アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。

３．ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）及び

野村アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。

４．上記の大量保有報告書等は関東財務局及び中国財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上

場している株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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種類 発行数 内容

普通株式 1,305,000株

完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　（注）１．2022年５月27日（金）開催の取締役会決議によります。

２．本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であ

るみずほ証券株式会社が当社株主から195,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オー

バーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集とは別に、2022年５月27日（金）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記

載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のみずほ証券株式会社を割当先とす

る当社普通株式195,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議し

ております。

４．一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

２【株式募集の方法及び条件】

　2022年６月６日（月）から2022年６月８日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）

に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価

額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行

価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 1,305,000株 1,660,270,000 830,135,000

計（総発行株式） 1,305,000株 1,660,270,000 830,135,000

（１）【募集の方法】

　（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額

を減じた額とします。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2022年５月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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発行価格
（円）

発行価額
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金

（円）
払込期日

未定

(注)１．２．

発行価格等決定日

の株式会社東京証

券取引所における

当社普通株式の普

通取引の終値（当

日に終値のない場

合は、その日に先

立つ直近日の終

値 ） に0.90 ～

1.00を乗じた価格

（１円未満端数切

捨て）を仮条件と

します。

未定

(注)１．２．

未定

(注)１．
100株

自　2022年

６月９日（木）

至　2022年

６月10日（金）

(注)３．

１株につき発

行価格と同一

の金額

2022年

６月15日（水）

(注)３．

（２）【募集の条件】

　（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、2022年６月６日（月）から2022年６月８日（水）までの間のいずれかの日（発

行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受

取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新

規発行株式の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）

が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、

資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金

の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価

額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付

の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで

の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://tazmo.co.jp/wn/）（以下「新聞等」と

いう。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に

伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交

付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に

ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況の把握期間は、 長で2022年６月３日（金）から2022年６月８日（水）までを予定しておりますが、

実際の発行価格等の決定期間は、2022年６月６日（月）から2022年６月８日（水）までを予定しておりま

す。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2022年６月６日（月）の場合、申込期間は「自　2022年６月７日（火）　至　2022

年６月８日（水）」、払込期日は「2022年６月13日（月）」

②　発行価格等決定日が2022年６月７日（火）の場合、申込期間は「自　2022年６月８日（水）　至　2022

年６月９日（木）」、払込期日は「2022年６月14日（火）」

③　発行価格等決定日が2022年６月８日（水）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。

７．株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、
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①　発行価格等決定日が2022年６月６日（月）の場合、受渡期日は「2022年６月14日（火）」

②　発行価格等決定日が2022年６月７日（火）の場合、受渡期日は「2022年６月15日（水）」

③　発行価格等決定日が2022年６月８日（水）の場合、受渡期日は「2022年６月16日（木）」

となりますのでご注意下さい。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及

び営業所で申込みの取扱いをいたします。

店名 所在地

株式会社中国銀行　井原支店 岡山県井原市井原町176-5

（４）【払込取扱場所】

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 913,600株

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ

ん。

ただし、一般募集における

価額（発行価格）と発行価

額との差額は引受人の手取

金となります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 195,700株

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 195,700株

計 ― 1,305,000株 ―

３【株式の引受け】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,660,270,000 20,000,000 1,640,270,000

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

また、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、2022年５月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,640,270,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増

資の手取概算額上限246,080,000円と合わせた手取概算額合計上限1,886,350,000円について、2022年８月に、

1,290,000,000円を新規に設立予定の中国子会社、ＴＡＺＭＯ紹興科学有限公司（仮称）への出資金（当該中

国子会社は出資金をプロセス機器事業における生産設備への投資資金に400,000,000円、デモンストレーショ

ン設備への投資資金に500,000,000円、運転資金に390,000,000円を充当する予定）に、2022年12月までに、

141,000,000円を岡山県井原市の工場の増産対応用の改修工事資金に、2023年12月までに、278,000,000円をカ

ーボンニュートラルに対応するため岡山県岡山市の本社社屋及び岡山県井原市の各工場の太陽光パネル設置及

びＬＥＤ照明への変更のための設備投資資金に、残額は、2023年12月までに半導体製造装置・洗浄装置・産業

用ロボット・ナノインプリント装置及び新規分野などに係る研究開発費の一部に充当する予定であります。
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会社名
事業所名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
（千円） 資金調達方

法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力

総額 既支払額 着手 完了

ＴＡＺＭＯ紹興

科学有限公司

（仮称）

（注）２．３．

中国浙江省紹

興市

プロセス機器

事業

プロセス機器

生産設備
400,000 －

増資資金

（注）５．
2022.9 2023.1 （注）１．

ＴＡＺＭＯ紹興

科学有限公司

（仮称）

（注）２．３．

中国浙江省紹

興市

プロセス機器

事業

デモンストレ

ーション設備
500,000 －

増資資金

（注）５．
2022.8 2023.5 （注）１．

当社

井原工場
井原市

プロセス機器

事業
改修工事 141,000 － 増資資金 2022.3 2022.9 （注）４．

当社本社及び井

原工場

岡山市及び井

原市
全社共通

太陽光パネル

設置及び照明

ＬＥＤ化

278,000 － 増資資金 2022.9 2023.9 （注）４．

当社本社 岡山市
プロセス機器

事業

デモンストレ

ーション設備
207,000 94,607 自己資金 2021.7 2022.12 －

　また、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

　なお、当社グループの主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在（ただし、投資予定金額

の既支払額については、2022年４月30日現在）、以下のとおりとなっております。

　（注）１．完成後の増加能力につきましては、当社が100％出資し新規に設立する製造子会社（資本金1,000万米ドル）

の 初の設備投資のため、記載を省略しております。

２．会社名については登録申請が完了していないため「仮称」としております。

３．設立は2022年８月を予定しております。

４．完成後の増加能力を算定することは困難なため、記載を省略しております。

５．2021年12月期の有価証券報告書では、資金調達方法を「自己資金」としておりましたが、この度当社が予定

しております増資により調達する「増資資金」の一部を当該子会社への出資金とし、その出資金より充当す

ることに変更しております。
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種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 195,000株 258,760,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主

幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から195,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し

であります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要

状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ

トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目

論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る

有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ

イト（［URL］https://tazmo.co.jp/wn/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定

に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が

含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が

決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付

されます。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

３．売出価額の総額は、2022年５月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金

（円）
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約
の内容

未定

（注）１．

自　2022年

６月９日（木）

至　2022年

６月10日（金）

（注）１．

100株

１株につき

売出価格と

同一の金額

みずほ証券株式会社及び

その委託販売先金融商品

取引業者の本店並びに全

国各支店及び営業所

― ―

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

　（注）１．売出価格及び申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条

件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式の受渡期日は、2022年６月16日（木）（※）であります。

※ただし、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」における株式の受渡期

日と同日といたします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

2022/05/23 12:17:42／22897281_タツモ株式会社_有価証券届出書（参照）

- 7 -



【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主か

ら195,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があ

ります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、195,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の

売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合が

あります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主から借入れた株式

（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は2022年５月27日（金）開催の取締

役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式195,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増

資）を、2022年７月13日（水）を払込期日として行うことを決議しております。（注）１．

　また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日

から2022年７月８日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注）２．）、借入れ株式の返

還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする

当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社が

シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケ

ートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバー

アロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま

す。

　さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行う

ことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することが

あります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、当該オーバーアロットメ

ントによる売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予

定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失

権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合

があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合に

は、みずほ証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三

者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取

引も行われません。

（注）１．本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　当社普通株式　　195,000株

(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集におけ

る発行価額と同一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記

の増加する資本金の額を減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　2022年７月12日（火）

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　2022年７月13日（水）

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　100株
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２．シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が2022年６月６日（月）の場合、「2022年６月９日（木）から2022年７月８日（金）

までの間」

②　発行価格等決定日が2022年６月７日（火）の場合、「2022年６月10日（金）から2022年７月８日（金）

までの間」

③　発行価格等決定日が2022年６月８日（水）の場合、「2022年６月11日（土）から2022年７月８日（金）

までの間」

となります。

２　ロックアップについて

　一般募集に関連して、当社株主である株式会社大江屋及び弘塑科技股份有限公司は、みずほ証券株式会社に対し、

発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期

間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わな

い旨合意しております。

　また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受

けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募

集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合

意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
　該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第50期（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）2022年３月28日中国財務局長に提出

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第51期第１四半期（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）2022年５月13日中国財務局長に提出

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2022年５月27日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年３月29日に中

国財務局長に提出

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日（2022年５月27日）ま

での間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一

括して記載したものであります。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（2022年５月27日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。な

お、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

　当社グループの事業を取り巻くさまざまなリスクに的確に対応するため、各担当部署または各委員会において、規

則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は

総務部が行い、リスク対応に向けた体制の構築を行っております。新たに生じたリスクについては、取締役会におい

てすみやかに対応責任者となる取締役を定めております。

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

　なお、本項において将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本報告書提出日現在において当社グルー

プが判断したものであります。

(1）業界景気変動リスク

　当社グループは、プロセス機器事業（液晶・半導体製造装置）及び表面処理用機器事業を主体に事業展開してお

ります。この業界につきましては、循環的な市況変動が大きい市場であります。特に液晶・半導体製造装置は、需

要動向に大きな影響を受け、技術革新が速くユーザーニーズが複雑・多様にわたるため、市況及びそれに連動した

価格変動があった場合や極端な競合状況に陥った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

　半導体の需要については、短期的には、需要と供給のバランスにより半導体の市場規模は一時的に縮小すること

もありますが、中長期的には、５Ｇ（次世代移動通信）、自動車向けやリモートワークなどのＩＴ投資用途で、半

導体の需要は増加し、市場規模は拡大するものと考えられます。外部環境の変化については、定期的にユーザー情

報を取得しております。また、必要に応じ外部調査機関を通じ市場動向を把握し、迅速に対応できるように努めて

おります。
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(2）研究開発リスク

　当社グループは、技術革新の激しい液晶・半導体業界において競争力を維持するため、ユーザーニーズを的確に

捉えた製品の研究開発に努めております。しかし、技術革新やユーザーニーズの変化を予測することは容易ではな

く、研究開発において経営資源を投入したにもかかわらず、予期せぬ理由で十分な成果が得られない場合があり、

その結果、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　研究開発については、充分な検討を行って計画しておりますが、需要や開発時期など当初の計画との乖離が生じ

た場合、開発の見直しを行っております。

(3）為替変動リスク

　当社グループは、今後もマーケット拡大が期待されるアジア、北米地域における事業拡大を図っており、アジア

地域に生産・販売拠点を、北米地域に販売拠点を有しております。為替変動の影響を回避するために、主に円建て

取引を行っています。予想を超えた為替相場の変動により、海外ユーザーの設備予算に影響が生じ、結果的に受注

価格等に大幅な変動が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4）調達リスク

　当社グループは、材料や半製品をメーカー等の仕入・外注先から調達しておりますが、その特殊性から、仕入・

外注先や品目の切替えが容易に出来ないものも含まれております。

　日頃から複数の調達先を確保すること等により安定的な調達に努めておりますが、市場変動等何らかの事由によ

り材料や半製品の供給が不足し、調達コストの上昇や納期遅延等の支障が生じた場合には、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

(5）知的財産リスク

　当社グループは、事業活動を展開する上で多数の知的財産権を保有しているとともにライセンスを供与しており

ます。また、必要または有効と認められる場合には、第三者の知的財産権を使用するために相手方からライセンス

を取得します。それらの権利保護、維持または取得が予定通り行われなかった場合には、知的財産を巡る紛争・訴

訟において当社グループが当事者となる可能性があります。その結果、費用負担等が発生し、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。

　当社は、知的財産権管理の担当部署により、特許等の維持管理を行うために、事業部と連携して調査や知的財産

権の侵害の防止に努めております。

(6）品質リスク

　当社グループの製品は先端分野で使用されるため、新規開発技術も多く存在し、予期せぬ欠陥や不具合の発生に

より、多額の費用負担発生、損害賠償請求、顧客の信用喪失による売上減少等を招いた場合には、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。当社グループは、品質管理体制の構築により製品・サービスの品質向上や

教育訓練に努めております。また、製造物賠償については保険に加入しております。

(7）自然災害・事故リスク

　当社グループは、国内外に生産拠点を置いていますが、主要工場は岡山県井原市に集中しております。地震等の

自然災害や火災・爆発等の不慮の事故が発生した場合には、生産活動の停止に伴う出荷の遅延、さらには修復・生

産工場等の代替に伴う費用負担が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　当社は、事業の中断を 小限に抑えるため、事業継続計画を策定しております。

(8）新型のウイルス等の流行によるリスク

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中国をはじめとする各国における生産、物流の停滞等によって、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの従業員が感染し、集団感染となった

場合、事務所・工場などの閉鎖により生産活動の遅延や停止する可能性があります。さらに、感染症の感染拡大が

長期間続き市況が悪化した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　当社グループでは、国や県からの新型コロナウイルスに関する情報をもとに、総務部が方針を決定し、出張や従

業員の行動、来客対応等について徹底するようにしております。
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(9）情報漏洩リスク

　当社グループは、事業活動に関連してさまざまな機密情報や個人情報を保有しております。社内規程の整備や管

理強化によって、情報漏洩の防止に努めておりますが、不正なアクセスやサイバー攻撃等の予期せぬ事態によって

情報漏洩が発生した場合、多額の費用負担や企業イメージの悪化により、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

　社内情報など、重要な情報の取り扱いについては、内部情報管理規程や個人情報管理規程を制定し適切に情報の

管理をしております。また、定期的に総務部電算システム課により 新のセキュリティや機密情報の取扱教育が行

われ、各個人の情報取扱いが強化される体制になっております。

(10）法的リスク

　当社グループは、事業活動を展開する世界各国において、事業・投資の許認可、輸出入制限での政府規制の適用

を受けております。これらの規制に重大な可変があり、その内容を把握していなかった場合、また、これらの法規

制を遵守できない場合、社会的信用の低下、損害賠償の発生による費用負担等により当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

　法令や規制については、事案発生時に外部専門家に相談できる体制にしております。

(11）海外での事業活動リスク

　当社グループは、アジア地域において生産および販売活動、北米地域において販売活動を行っております。しか

し、海外の事業活動には、通常、政治状況の急変、予期しない法律や規制の変更、産業基盤の脆弱性、人材の確保

困難、テロ・戦争、自然災害等のリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化した場合、海外での事業活動に支

障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　当社グループでは、海外のグループ会社と情報交換を行い、リスクの早期把握に努めております。

(12）検収売上時期の変動に関する影響

　当社グループの主力事業である半導体製造装置、表面処理用機器に関しては、受注生産によっており、納品から

顧客による動作・品質の確認が終了（検収）し売上計上するまでの期間は、案件によっては１年を超えるものがあ

る等、比較的長期間に亘ります。このため、顧客の事情等、何らかの理由で受注、納品から顧客の検収までの期間

が当初予定よりも長くなる場合があります。とりわけ、大型案件の場合には当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。

　契約に基づき顧客と営業が情報共有して、工程に遅延が発生しないよう注視する体制にしております。

(13）仕様変更に伴う追加コストのリスク

　当社グループの主力事業である半導体製造装置、表面処理用機器に関しては、受注生産によっており、新規開発

要素が多く含まれるため、当初の見積以上に作業工数が発生する場合や取引先との条件・仕様変更に伴う追加コス

ト等を取引先に請求できない場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　上記の内容にならないように、営業は技術者を同行させるなどして、早期に仕様の確定をさせる体制にしており

ます。

(14）減損損失のリスク

　当社グループの固定資産の時価が著しく低下した場合や収益性が悪化した場合には、固定資産減損会計の適用に

より固定資産について減損損失が発生し、当社グループの財政状態及び業績に重大な影響を与える可能性がありま

す。

　当社では、事業計画や予実管理を通して、業績の推移のモニタリングを行っており、早期に減損の兆候の把握に

努めております。

(15）繰延税金資産の回収可能性

　当社グループは、繰延税金資産に対して、将来の課税所得の予測等に照らし、定期的に回収可能性の評価を行っ

ております。しかし、経営環境悪化に伴う事業計画の目標未達等により課税所得の見積りの変更が必要となった場

合や、税率の変動を伴う税制の変更等があった場合には、繰延税金資産が減額され、当社グループの財政状態及び

業績に影響を与える可能性があります。
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(16）企業買収リスク

　当社グループは、事業戦略の一環として、新規事業領域への進出・ビジネス基盤の獲得・既存事業の競争力強化

等を目的として入念なデューデリジェンスを行ったうえでの企業買収を行う可能性があります。しかし、買収後に

当初期待した成果を上げられない、あるいは事業環境等の変化により想定したシナジー効果が得られなかった場合

等には、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。

(17）配当政策のリスク

　当社グループ、今後の業績・財務状況を勘案しつつ配当による株主への利益還元に努める方針としております。

今後につきましても会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組む方針でありますが、当社の事業が計画通

りに進展しない場合や、業績が悪化した場合には配当を行わない、或いは公表している配当の予定額を減ずる可能

性があります。

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
タツモ株式会社　本店

（岡山県岡山市北区芳賀5311）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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会社名 タツモ株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長　　池田　俊夫

(1）売買金額の合計を３で除して得た額 64,769百万円

(2）３年平均上場時価総額 20,901百万円

（2020年３月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格 発行済株式総数

1,049円 × 13,508,300株 ＝ 14,170百万円

（2021年３月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格 発行済株式総数

1,931円 × 13,508,300株 ＝ 26,084百万円

（2022年３月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格 発行済株式総数

1,662円 × 13,508,300株 ＝ 22,450百万円

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

１　当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２　当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

３　当社の発行済株券は、算定基準日（2022年３月31日）以前３年間の金融商品市場における売買金額の合計を３で除し

て得た額が100億円以上であり、かつ、３年平均上場時価総額が100億円以上であります。

（参考）
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

１．事業内容の概要

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（タツモ株式会社）、連結子会社11社により構成されており、

主に液晶製造装置、半導体関連機器、精密金型及び樹脂成形品、表面処理用機器の製造、販売を行っております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

(1）プロセス機器事業

　半導体や液晶ディスプレイなどの電子デバイス製造プロセス機器及びその周辺機器類の開発、製造、販売、メン

テナンスを行っております。

（半導体装置部門）

　主に半導体製造における工程において、塗布装置、現像装置、ＴＳＶプロセス装置の開発、製造、販売、メン

テナンスを行っております。

　主力製品は、各種ウェーハに対応したウェーハ・サポート・システムであります。

　半導体製造装置は受注生産としており、国内外の半導体メーカーや研究機関等に販売を行っております。

（搬送装置部門）

　半導体製造工程間のウェーハを搬送する産業用ロボット及びそのユニットの開発、製造、販売、メンテナンス

を行っております。

　主力製品は、半導体製造装置（ステッパー、検査装置）向けの搬送装置であります。

　米国内での販売、メンテナンスについては連結子会社ＴＡＺＭＯ　ＩＮＣ．にて行っております。

　設計、組立、販売を連結子会社ＴＡＺＭＯ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯ．，ＬＴＤ．にて行っております。

（洗浄装置部門）

　半導体製造用の枚葉式洗浄装置、バッチ式浸漬洗浄装置、リン酸再生・循環関連装置等の開発、販売、メンテ

ナンスを行っております。

（コーター部門）

　ＴＦＴカラー液晶ディスプレイ向けカラーフィルター製造装置及びその周辺機器の製造、販売、メンテナンス

を行っております。

　主力製品は、露光方式による大型カラーフィルター製造において、顔料レジスト塗布、減圧・乾燥の各工程を

一括処理する装置であります。

　液晶製造装置は受注生産としており、国内外のカラーフィルターメーカーや液晶デバイスメーカーに販売を行

っております。

(2）金型・樹脂成形事業

　樹脂成形用精密金型及び樹脂成形品の製造、販売を行っております。主な樹脂成形品は電子機器向けコネクター

類及びエンボスキャリアテープであります。金型・樹脂成形品につきましては、子会社のプレテック株式会社が金

型・樹脂成形品の製造を行い、当社が主として国内における販売を行っております。海外につきましては、海外子

会社の上海龍雲精密機械有限公司、ＴＡＺＭＯ　ＶＩＥＴＮＡＭ　ＣＯ．，ＬＴＤ．が樹脂成形品の製造・販売を

行っております。

(3）表面処理用機器事業

　プリント基板製造装置の製造・販売を行っております。主な製品はメッキ処理装置、回路形成装置であります。

連結子会社である株式会社ファシリティの子会社である富萊得科技(東莞)有限公司で製造し、富萊得(香港)有限公

司を通じて中国国内およびその他の国へ納入しております。日本国内は株式会社ファシリティを通じて納入してお

ります。
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　事業の系統図は、次のとおりであります。
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回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

売上高 （千円） 17,169,916 19,036,780 18,223,054 19,516,653 22,001,810

経常利益 （千円） 1,885,300 1,577,156 911,896 1,849,354 2,218,434

親会社株主に帰属する当期純

利益
（千円） 1,577,529 1,479,737 726,246 1,693,296 1,749,690

包括利益 （千円） 1,635,745 1,372,889 689,617 1,631,630 2,210,312

純資産額 （千円） 6,284,786 9,781,927 10,337,465 11,574,457 13,574,628

総資産額 （千円） 18,802,944 23,878,983 25,785,360 26,771,299 29,390,115

１株当たり純資産額 （円） 538.26 717.85 757.95 861.89 1,009.36

１株当たり当期純利益 （円） 137.84 123.75 54.11 126.75 132.20

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 32.7 40.3 39.5 42.6 45.5

自己資本利益率 （％） 28.8 18.8 7.3 15.7 14.1

株価収益率 （倍） 14.2 5.4 27.3 11.0 11.6

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 2,060,777 △1,198,959 1,670,585 2,178,462 336,250

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △777,654 △1,057,554 △1,547,375 △877,774 △795,181

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △360,845 2,820,086 △300,760 △1,059,384 523,321

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） 2,202,990 2,726,524 2,534,902 2,749,568 2,981,549

従業員数
(人)

955 1,015 1,093 1,061 1,099

(外、平均臨時雇用者数) (78) (124) (136) (113) (126)

２．主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は、「従業員株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式給付信託（BBT）」制度を導入しております。１

株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の基礎となる期末発行済株式数及び期中平均株式数はその計算に

おいて控除する自己株式に、当該信託が保有する当社株式を含めております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第48期の期首

から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等

となっております。

５．平均臨時雇用者数は（　）内に外書きで記載しております。
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回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

売上高 （千円） 10,823,001 11,879,637 10,543,511 14,394,419 17,053,298

経常利益 （千円） 1,249,847 1,166,014 859,237 1,547,685 1,674,479

当期純利益 （千円） 1,078,415 1,181,169 531,507 1,333,919 1,380,705

資本金 （千円） 1,627,727 2,724,067 2,724,067 2,724,067 2,724,067

発行済株式総数 （株） 11,508,300 13,508,300 13,508,300 13,508,300 13,508,300

純資産額 （千円） 5,164,082 8,474,482 8,881,125 9,821,634 10,995,953

総資産額 （千円） 14,496,366 18,514,670 19,850,872 22,209,250 24,685,753

１株当たり純資産額 （円） 452.71 631.74 661.54 742.34 830.73

１株当たり配当額
(円)

7.00 11.00 9.00 16.00 16.00

(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 94.23 98.78 39.60 99.85 104.32

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 35.6 45.8 44.7 44.2 44.5

自己資本利益率 （％） 22.6 17.3 6.1 14.3 13.3

株価収益率 （倍） 20.7 6.8 37.2 14.0 14.7

配当性向 （％） 7.4 11.1 22.7 16.0 15.3

従業員数
(人)

239 257 279 342 354

(外、平均臨時雇用者数) (47) (60) (71) (79) (95)

株主総利回り （％） 183.6 64.3 140.4 134.9 148.4

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (122.2) (102.7) (121.3) (130.3) (146.8)

最高株価 （円） 2,548 1,255 1,513 1,920 2,104

※1　1,887

※2　2,188

最低株価 （円） 1,052 578 609 810 1,360

※1　1,133

※2　1,355

(2）提出会社の経営指標等

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は、「従業員株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式給付信託（BBT）」制度を導入しております。１

株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の基礎となる期末発行済株式数及び期中平均株式数はその計算に

おいて控除する自己株式に、当該信託が保有する当社株式を含めております。
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４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第48期の期首

から適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等

となっております。

５．平均臨時雇用者数は（　）内に外書きで記載しております。

６．最高株価及び最低株価は、2018年３月21日以前は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）、2018年３月

22日より東京証券取引所（市場第二部）、2018年９月21日以降は東京証券取引所（市場第一部）における株価

を記載しております。また、第47期の最高株価及び最低株価のうち※１印は東京証券取引所（市場第二部）、

※２印は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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株式会社プロネクサス　印刷
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