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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 940,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は1,000株です。

 

(注) １　平成28年７月29日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい

ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

は買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

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 940,000株 189,880,000 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 940,000株 189,880,000 ―
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象

とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(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

202 ― 1,000株 平成28年８月25日 ― 平成28年８月26日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

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みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の

総額を払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

ブルドックソース株式会社　総務人事部 東京都中央区日本橋兜町11番５号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　兜町支店 東京都中央区日本橋兜町４番３号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。　

 

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】

 

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)

189,880,000 ― 189,880,000
 

(注)　新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額189,880,000円につきましては、平成28年８月26日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当す

る予定です。

なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。　

 

第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ 割当予定先の概要(平成28年７月29日現在)

名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)

本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番３号

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　和地　薫

資本金 10,000百万円

事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務

主たる出資者
及びその出資比率

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　46.5％
日本生命保険相互会社　　　　　33.5％
明治安田生命保険相互会社　　　10.0％
農中信託銀行株式会社　　　　　10.0％

 

　

ｂ 提出者と割当予定先との間の関係(平成28年７月29日現在)

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主
たる出資者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引がありま
す。

 

 
(役員報酬ＢＩＰ信託の内容)

役員報酬ＢＩＰ(Board　Incentive　Plan)信託(以下「ＢＩＰ信託」といいます。)とは、米国の業績連動型株式

報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセ

ンティブ・プランであり、ＢＩＰ信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株

式等」といいます。)を業績目標の達成度等に応じて、交付及び給付(以下「交付等」といいます。)する制度(ＢＩ

Ｐ信託により取締役に株式の交付を行う制度を「本制度」といいます。)です。

当社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする役

員報酬ＢＩＰ信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいま

す。)を締結し、本信託を設定します。

また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マス

タートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済につい

ても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(役員報酬ＢＩＰ信託口)とします。

本制度では、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除きます。)のうち一定の要件を充

足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)は、予め定める株式交付規程に基づき当社取締役に交付を行うと見

込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公

認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ております。

また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付

規程に基づき受益者となった者に対して交付が行われます。
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本信託は株式交付規程に従い、信託期間中の業績目標の達成度及び役位に応じて、退任時に取締役に当社株式の

交付を行います。当社株式の交付につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座

に振り替える方法により行います。

また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使し

ないものとします。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実

施します。その具体的な分担につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム管理並

びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本

制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託

財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事

務」といいます。)について担当します。

この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認してお

り、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実

施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施するこ

とから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社ではなく、日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社とします。

なお、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に

ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で

きるためです。

 
(参考)本制度の概要

①　信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

②　信託の目的 取締役に対するインセンティブの付与

③　委託者 当社

④　受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

⑤　受益者 取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者

⑥　信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者(公認会計士)

⑦　信託契約日 平成28年８月25日(予定)

⑧　信託の期間

⑨　制度開始日

平成28年８月25日～平成33年８月31日(予定)

平成28年９月１日(予定)

⑩　議決権行使 行使しないものとします。

⑪　取得株式の種類 当社普通株式

⑫　取得株式の総額 189,880,000円

⑬　株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
 

 
※本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数

940,000株(下記「d　割り当てようとする株式の数」と同数です。)

 
※受益者の範囲

①　対象期間中に取締役であること(対象期間中、新たに取締役になった者を含む。)

②　当社の取締役を退任していること(退任には、海外赴任により国外居住者となる場合を含む。以下同じ。)

(※)

③　在任中に一定の非違行為があった者でないこと

④　累積ポイントが決定されていること
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⑤　その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件

※　信託期間中に取締役が死亡した場合、その時点の累積ポイントに応じた当社株式について、そのすべてを本

信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を、死亡後速やかに当該取締役の相続人が受けるも

のとします。

 
＜本信託の仕組み＞
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ｃ　割当予定先の選定理由

当社は、取締役を対象に中長期的な視点で株主の皆様と利益意識を共有させることで、中長期的な視野での業績

や株価を意識した経営を動機付けることを目的としてＢＩＰ信託の導入を決議いたしました。

ＢＩＰ信託の導入にあたっては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との取引関係及び手続コス

ト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、本信託契約を締結することといたしました。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ

き、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式

会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)が割当予定先として選定さ

れることになります。

 
ｄ　割り当てようとする株式の数

940,000株

 
ｅ　株券等の保有方針

割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)は、本信託契約及び株式交付

規程に従い、取締役の退任時に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の受益者要件を満たす

取締役へ交付及び給付することになっております。

なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。

また、当社は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)から、当社株式の割当を受ける日

より２年間において、当該処分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、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容

を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて、確約書締結

の内諾を得ております。

 
ｆ　払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)が、払込みに要する

資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金を、処分期日において信託財産内に保有する

予定である旨、本信託契約により確認を行っております。

 
ｇ　割当予定先の実態

割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)は、割り当てられた当社株式

に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きます。)で

あること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、又はそれらの

者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者

から、委託者である当社と受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとします。

なお、本信託においては、信託管理人１名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。

割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと

する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何

らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同

社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー

誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動

規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超え

た不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をしており

ます。
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その結果、当社は、割当予定先が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと判断し、そ

の旨の確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。　

 

３ 【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締

役会決議の直前１か月間(平成28年６月29日から平成28年７月27日まで)の株式会社東京証券取引所における当社株

式の終値の平均値である202円(円未満切捨て)としております。取締役会決議の直前１か月間の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、特定の一時点の株価を基準にするより、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

的であると判断したためです。

また、当該価額は、株式会社東京証券取引所における当該取締役会決議の前々営業日(平成28年７月27日)の当社

株式の終値である204円に99.02％(ディスカウント率0.98％)を乗じた額であり、当該取締役会決議の直前３か月間

(平成28年５月２日から平成28年７月27日まで)の終値の平均値である204円(円未満切捨て)に99.02％(ディスカウン

ト率0.98％)を乗じた額であり、同直前６か月間(平成28年１月29日から平成28年７月27日まで)の終値の平均値であ

る209円(円未満切捨て)に96.65％(ディスカウント率3.35％)を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には

該当しないものと判断いたしました。

なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会が、算定根拠は合理的なものであり、特に有利な払込

金額には該当しない旨の意見を表明しております。

 
（注）本自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日（平成28年７月28日）に当社株式の売買取引がなかったた

め、上記の当該取締役会決議の直前の当社株式の終値の平均値は、いずれも当該取締役会決議の前々営業日

（平成28年7月27日）までを対象期間として算出しております。また、当該取締役会決議の直前日の当社株式

の終値には、当該取締役会決議の前々営業日（平成28年７月27日）の終値を用いております。

　

ｂ　処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社の取締役に交付を行うと見込まれる株式数で

あり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し1.35％(小数点第３位を四捨五入、平成28年３月31日現在の総議決

権個数68,179個に対する割合1.38％)となります。

また、本自己株式処分により割り当てられた当社株式は株式交付規程に従い当社の取締役に交付が行われること

から、流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しておりま

す。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。　
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合(％)

ブルドック持株会
東京都中央区日本橋兜町
11－５

3,234 4.74 3,234 4.68

興和株式会社
愛知県名古屋市中区錦３
丁目６－29

2,400 3.52 2,400 3.47

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１
丁目６－６

2,208 3.24 2,208 3.19

株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１
丁目５－５

2,181 3.20 2,181 3.16

凸版印刷株式会社
東京都台東区台東１丁目
５－１

2,137 3.13 2,137 3.09

養命酒製造株式会社
東京都渋谷区南平台町16
－25

1,864 2.73 1,864 2.70

株式会社福岡銀行
福岡県福岡市中央区天神
２丁目13－１

1,863 2.73 1,863 2.70

第一生命保険株式会社
東京都千代田区有楽町１
丁目13－１

1,737 2.55 1,737 2.51

日新製糖株式会社
東京都中央区日本橋小網
町14－１

1,469 2.15 1,469 2.13

佐藤食品工業株式会社
愛知県小牧市堀の内４－
154

1,434 2.10 1,434 2.07

計 ― 20,529 30.11 20,529 29.70
 

(注) １．平成28年３月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

２．株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第３位を四捨五入して、表示しており

ます。

３．上記のほか当社保有の自己株式1,441,648株(平成28年３月31日現在)は、割当後501,648株となります。ただ

し、平成28年４月１日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。

４．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、平成28年３月

31日現在の総議決権数(68,179個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(940個)を加えた数で除した

数値です。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。　

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。　

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

　

第１ 事業等のリスクについて

「第四部 組込情報」に掲げた第91期有価証券報告書(以下「有価証券報告書」といいます。)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の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成28年７月29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。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成28年７月29日)現

在においても変更の必要はないと判断しております。

 
第２ 臨時報告書の提出

「第四部 組込情報」に掲げた第91期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成28年７月29日)ま

でに、以下の臨時報告書を平成28年６月29日に、以下の訂正臨時報告書を平成28年７月22日に関東財務局長に提出し

ております。

 
(平成28年６月29日提出の臨時報告書)

１ 提出理由

当社は、平成28年６月28日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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の規定に基づき、本報告書を

提出するものであります。

 
２ 報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金２円00銭　総額136,665,506円

②剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月29日

第２号議案　株式併合の件

①併合の割合

当社普通株式10株につき１株の割合で併合する。

②株式併合の効力発生日

平成28年10月１日

第３号議案　定款一部変更の件

①株式併合に伴い発行可能株式総数を２億株から２千株に変更するとともに、単元株式数を1,000株

から100株に変更する。なお、本変更については、株式併合の効力発生日である平成28年10月１日

をもって効力を生じる附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。

②監査等委員会設置会社への移行に伴い所要の変更を行う。

第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、池田章子、三國惠藏、石垣幸俊、佐藤貢一、山

本精一郎及び坂本良雄の各氏を選任する。

第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、石川博康、小島一夫及び永島惠津子の各氏を選任する。

第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大野新二氏を選任する。
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第７号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額３億円以内(ただし、使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まない。)と定める。

第８号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額５千万円以内と定める。

第９号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に中長期的な視点での業績や株価を意識した経営を動機

づけることを目的として、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬

制度を導入する。

第10号議案　当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、当社

の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を継続する。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成(反対)割合(％)

 第１号議案 50,685 456 0 (注)１ 可決 (99.1％)

 第２号議案 50,991 149 0 (注)２ 可決 (99.7％)

 第３号議案 50,841 299 0 (注)２ 可決 (99.4％)

 第４号議案    (注)３   

　　 池田　章子 50,264 761 0  可決 (98.5％)

　　 三國　惠藏 50,660 365 0  可決 (99.2％)

　　 石垣　幸俊 50,667 358 0  可決 (99.2％)

　　 佐藤　貢一 50,671 354 0  可決 (99.3％)

　　 山本　精一郎 50,673 352 0  可決 (99.3％)

　　 坂本　良雄 50,672 353 0  可決 (99.3％)

 第５号議案    (注)３   

　　 石川　博康 50,864 278 0  可決 (99.4％)

　　 小島　一夫 50,680 462 0  可決 (99.0％)

　　 永島　惠津子 50,849 293 0  可決 (99.4％)

 第６号議案    (注)３   

　　 大野　新二 50,826 316 0  可決 (99.3％)

 第７号議案 50,580 562 0 (注)１ 可決 (98.9％)

 第８号議案 50,791 351 0 (注)１ 可決 (99.3％)

 第９号議案 50,752 382 0 (注)１ 可決 (99.2％)

 第10号議案 50,432 710 0 (注)１ 可決 (98.6％)
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(注) １. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) ２. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成であります。

(注) ３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち議案に対する意思表示が確認できたものを合計した議決

権個数により各議案の可決要件を充足したため、本総会当日出席の株主のうち会社が確認できていない議決権個数

は加算しておりません。

　

（平成28年７月22日提出の訂正臨時報告書）

１ 臨時報告書の訂正報告書の提出理由

平成28年６月29日付で金融商品取引法第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の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するた

め金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 訂正内容

　訂正箇所は下線を付しております。

　　　（訂正前）

　２　報告内容

　　　　(2)決議事項の内容

　　　　　第３号議案　定款一部変更の件

①株式併合に伴い発行可能株式総数を２億株から２千株に変更するとともに、単元株式数を1,000株か

ら100株に変更する。なお、本変更については、株式併合の効力発生日である平成28年10月１日を

もって効力を生じる附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。

　　　（訂正後）

　２　報告内容

　　　　(2)決議事項の内容

　　　　　第３号議案　定款一部変更の件

①株式併合に伴い発行可能株式総数を２億株から２千万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株

から100株に変更する。なお、本変更については、株式併合の効力発生日である平成28年10月１日を

もって効力を生じる附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。

 
 
第３ 最近の業績の概要について

平成28年７月29日開催の取締役会において承認された第92期第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。

なお、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりませんので、四

半期レビュー報告書は受領しておりません。
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四半期連結財務諸表

(１) 四半期連結貸借対照表

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,104 3,927

  受取手形及び売掛金 4,266 4,308

  商品及び製品 438 574

  原材料及び貯蔵品 91 102

  仕掛品 23 35

  繰延税金資産 158 159

  その他 60 65

  流動資産合計 9,144 9,172

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,955 1,914

   機械装置及び運搬具（純額） 1,054 1,003

   土地 2,711 2,711

   その他（純額） 75 74

   有形固定資産合計 5,797 5,703

  無形固定資産 7 148

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,068 7,826

   繰延税金資産 50 50

   その他 657 655

   貸倒引当金 △53 △53

   投資その他の資産合計 8,722 8,479

  固定資産合計 14,527 14,332

 資産合計 23,671 23,504
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,661 1,862

  1年内返済予定の長期借入金 79 79

  未払法人税等 185 147

  未払費用 1,095 991

  賞与引当金 171 88

  その他 206 220

  流動負債合計 3,401 3,391

 固定負債   

  長期借入金 440 420

  繰延税金負債 843 735

  退職給付に係る負債 908 885

  長期未払金 166 165

  その他 25 145

  固定負債合計 2,384 2,351

 負債合計 5,785 5,743

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,044 1,044

  資本剰余金 2,564 2,564

  利益剰余金 13,075 13,213

  自己株式 △535 △535

  株主資本合計 16,149 16,286

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,759 1,496

  退職給付に係る調整累計額 △22 △21

  その他の包括利益累計額合計 1,737 1,474

 純資産合計 17,886 17,761

負債純資産合計 23,671 23,504
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(２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 4,197 4,297

売上原価 2,042 2,014

売上総利益 2,155 2,282

販売費及び一般管理費 1,942 1,970

営業利益 212 312

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 88 106

 投資有価証券売却益 35 -

 その他 0 1

 営業外収益合計 124 107

営業外費用   

 支払利息 2 1

 その他 0 1

 営業外費用合計 2 3

経常利益 333 416

特別損失   

 固定資産除却損 0 -

 災害による損失 8 -

 特別損失合計 9 -

税金等調整前四半期純利益 324 416

法人税等 108 142

四半期純利益 216 274

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 216 274
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 216 274

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 348 △263

 退職給付に係る調整額 △2 0

 その他の包括利益合計 345 △262

四半期包括利益 562 11

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 562 11

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

当社グループは、ソース類の製造販売事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重

要性が乏しいため記載を省略しております。

 
第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第91期)

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

平成28年６月28日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して

提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ

イン)Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年６月28日

ブルドックソース株式会社

取締役会　御中

 

三優監査法人

代表社員

業務執行社員
公認会計士　林　　寛尚　㊞

  

業務執行社員 公認会計士　橋爪　　剛　㊞
 

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるブルドックソース株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ

ルドックソース株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ブルドックソース株式会社の

平成28年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、ブルドックソース株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年６月28日

ブルドックソース株式会社

取締役会　御中

 

三優監査法人

代表社員

業務執行社員
公認会計士　林　　寛尚　㊞

  

業務執行社員 公認会計士　橋爪　　剛　㊞
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるブルドックソース株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第91期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブル

ドックソース株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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