
平成 19年 3月 20日 
各  位 
                            会社名   ゼ ネ ラ ル株式会社 
                            代表者名  取締役社長 北田  猛 

（コード ３８９０ 大証第２部） 
問合せ先   総務部長 野口 照夫  
（ＴＥＬ０６―６９３３―１８０５） 

 
子会社株式の異動に関するお知らせ 

 
当社は、平成 18年 11月 29日の取締役会決議にて当社連結子会社の大阪螺子販売株式会社が連結対 

象子会社から持分法適用会社へ変更になりましたとのお知らせをいたしましたが、今般、平成 19年 3 
月 20日の当社取締役会決議にて大阪螺子販売株式会社の発行済株式の当社保有持株の減少により、大 
阪螺子販売株式会社が当社の持分法適用対象会社から外れることになりましたので、お知らせいたしま 
す。 

記 
1. 今回の変更理由 
当社は、有限会社スリーエー商会と下記のとおり当社保有の大阪螺子販売株式会社の発行済株式譲渡

（下記表の＜前回の譲渡合意＞および平成 18年 11月 29日の「子会社株式の異動に関するお知らせ」
（別紙添付）をご参照）に関して合意いたしておりましたが、今回有限会社スリーエー商会より、当

社に対して大阪螺子販売株式会社の発行済株式の当社保有持分の減少を前回の譲渡合意より増加させ、

大阪螺子販売株式会社の当社持分法適用を外すよう強い要請があり、慎重に検討した結果、当社の「本

業回帰」の経営方針からも今回の申出が妥当と判断し応諾いたすことといたしました。なお、大阪螺

子販売株式会社も有限会社スリーエー商会の申出に同意しております。 
 
2. 前回の譲渡合意との今回の譲渡合意の変更内容 
   ＜前回の譲渡合意＞ ＜今回の譲渡合意＞ 

 譲渡対象 大阪螺子販売株式会社発行済 大阪螺子販売株式会社発行済 

   株式    551 株 株式    1,751 株 

 譲渡前の当社持株比率 29.58% 29.58% 

 譲渡後の当社持株比率 24.99% 14.99% 

 譲渡後の当社の大阪螺子販売    

 株式会社株式の所有株式数 2,999 株 1,799 株 

 譲渡予定日 平成 18 年 12 月末までに 100 株 平成 18 年 12 月末 100 株譲渡済

  平成 19 年 7月末までに 451 株 平成19年 3月末迄に1,651株予定

 注）大阪螺子販売株式会社の発行済株式数は、12,000 株。  

3. 当社グループの連結子会社等の数 
当社グループは、当期より連結子会社の数が１７社、持分法適用会社が４社となります。 
 

4. 本件による今期業績予想への影響 
平成 19 年 3月 20 日にお知らせいたしております業績予想修正に本件を、織り込んでおります。 

                                        以 上 



  

＜別紙：平成 18年 11月 29日のお知らせ＞ 
平成 18年 11月 29日 

各  位 
 

会社名    ゼ ネ ラ ル株式会社 
                            代表者名   取締役社長 北田 猛 

（コード ３８９０ 大証第２部） 
問合せ先   総務部長 野口 照夫  
（ＴＥＬ０６―６９３３―１８０５） 

 
子会社株式の異動に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 18年 11月 29日開催の取締役会において、下記のとおり当社保有の子会社非公開会社大
阪螺子販売株式会社（以下「ORH」という）株式の異動に関して決議いたしましたのでお知らせいたしま
す。 

記 
１．異動の理由 
当社グループは、①インクリボン等の印字媒体などの OA 関連事業②環境に貢献するリサイクル・リ
ユース事業③不動産の開発・賃貸・仲介・管理等の不動産事業④その他事業と事業分野が多岐に渡っ

ておりましたが、今般経営戦略の見直しを図り、基幹主力 3 事業への経営資源配分を傾注することに
いたしました。これにより子会社や当社グループ事業の協業や譲渡に向けた交渉を鋭意重ねて参りま

した。この結果、当社のグループ入りをしておりました非公開子会社大阪螺子販売株式会社（ORH）
の株式の譲渡に下記の如く合意いたしました。 
 また、今後、基幹 3 事業に関しましても、事業全体の構造改革・再編を行い、更なる効率化に向け
た改善を推進してまいります。 
 なお、今回の譲渡に伴い、ORHは当社の連結対象子会社から持分法適用会社となります（当社の平
成 19年 10月期より）。 

 
２．譲渡合意の概要 

(1) 譲渡先 
有限会社スリーエー商会 

(2) 譲渡対象 
ORH発行済株式 12，000株、当社保有の ORH株式 3,550株のうち 551株 

(3) 譲渡前の ORH株式の当社持株比率        29.58％ 
(4) 譲渡後の ORH株式の当社持株比率        24.99% 
(5) 譲渡予定日 
   平成 18年 12月末までに 100株を予定 
   平成 19年 7月末までに 451株を予定 
（注）なお、当社保有の ORH株式に関して、平成 17年 12月 15日に上記経営戦略の一環として、有
限会社スリーエー商会に 5,000 株（ORH 発行済株式数に対する割合 41．67%）を譲渡いたしており



  

ましたが、会社法施行規則第 3条第 3項の規定により実質支配を継続致しておりましたので、当社の
連結子会社としておりました。 
＜当社保有 ORH発行済株式数と持株比率の変遷＞ 
 前回 5,000株の譲渡(A) 今回551株の譲渡(B) (B)―(A) 
譲 渡 前 8,550株（71.25%）   3,550株（29.58%） 前回譲渡による減少▲5,000株 

（▲41.67%） 
譲 渡 後 3,550株（29.58%） 2,999株 (24.99%) 今回譲渡による減少▲551株 

（▲4.59%） 
３．ORHの概要（平成 18年 7月 31日現在） 
 (1) 商号    大阪螺子販売株式会社 
 (2) 代表者   取締役社長 織田 悟 
 (3) 所在地   大阪府大阪市城東区永田 3丁目 5番 12号 
 (4) 設立年月日 昭和 39年 8月 19日 
 (5) 資本金   10百万円 

(6) 事業の内容 自動車用螺子の販売 
(7) 決算期   7月 31日 
(8) 従業員数  33名 
 (9) 最近事業年度における業績等の動向 
                                                  (単位:百万円) 

  17年 7月期 18年 7月期 
売上高 2,905 3,532 
経常利益 105 137 
当期純利益 128 72 
総資産 2,440 2,668 
純資産 1,967 2,038 

 
４．有限会社スリーエー商会の概要. 
 (1) 商号    有限会社スリーエー商会 
 (2) 代表者   取締役社長 簗瀬 廣幸 
 (3) 所在地   大阪府枚方市北山 1丁目 51－4 
 (4) 設立年月日 平成 14年 2月 28日 
 (5) 資本金   3百万円 

(6) 事業の内容 不動産の賃貸および有価証券の取得保有処分業 
(7) 従業員数  １名 

 
５．本件による当社グループの連結子会社等の数 
 当社グループは、本件により連結子会社等の数が 16社から 15社となり、持分法適用会社 5社から 6社 
となります。 
６．今後の見通し 
 現在、平成 18年 10月期の個別ならびに連結決算に関して精査中でありますが、本件にともなう業績予 
想の修正はありません。 
                                           以 上 


