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 第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年７月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成17年10月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 2,948,110 2,948,110
ジャスダック 
証券取引所 

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 

計 2,948,110 2,948,110 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

新株予約権 

株主総会の決議日（平成16年10月28日） 

 
 

事業年度末現在 
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日）

新株予約権の数（個） 143（注）1 143 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 同左 

新株予約権の目的となる 
株式の数（株） 

143,000 143,000 

新株予約権の行使時の払込金額
（円） 

１株当たり316（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 平成18年11月１日～平成21年10月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額（円） 

発行価格 316 
資本組入額158 

同左 

新株予約権の行使の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新株予約権の割当を受けた者は、権利行
使時においても、当社または当社子会社の
取締役もしくは従業員の地位にあることを
要す。ただし、当社または当社子会社の取
締役を任期満了により退任した場合、従業
員が定年退職その他正当な理由のある場合
にはこの限りではない。 
新株予約権の割当を受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来前に死亡した場合
は、その権利を喪失する。 
新株予約権の一部行使は、その目的たる

株式の数が当社の１単元の株式数の整数倍
となる場合に限り、これを行うことができ
る。 

同左 
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株主総会の決議日（平成16年10月28日） 

 事業年度末現在 
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日）

新株予約権の行使の条件 
 

その他条件は、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役会の承

認を要する。 
同左 

（注）1 新株予約権１個につき目的となる株式数は1,000株であります。 

2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 

分割（又は併合）の比率 

 

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行す

る場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済み普通株式総数から当社普通株

式に係る自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 

新規発行または

処分株式数 
× 

１株当りの払込

または処分価額
既発行株式数 ＋

新規株式発行または処分前の時価 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成12年８月30日 (注1) 1,843,299 2,048,110 ― 259,624 ― 220,057

平成13年７月11日 (注2) 400,000 2,448,110 59,600 319,224 128,400 348,457

平成16年12月14日 (注3) 500,000 2,948,110 75,000 394,224 75,000 423,457

(注) １ 株式分割 500円額面株式１株を50円額面株式10株に分割 

２ 有償一般募集 (ブックビルディング方式) 

発行価格   500円 

引受価額   470円 

発行価額   298円 

資本組入額  149円 

３ 有償第三者割当増資 

発行価格   300円 

資本組入額  150円 

割当先   株式会社小森コーポレーション他、８社 
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(4) 【所有者別状況】 

平成17年７月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

外国法人等 
区分 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社
その他の
法人 個人以外 個人 

個人 
その他 

計 

単元未満株
式の状況
(株) 

株主数 
(人) 

― 4 7 19 1 ― 298 329 ―

所有株式数 
(単元) 

― 71 22 1,022 4 ― 1,825 2,944 4,110

所有株式数 
の割合(％) 

― 2.41 0.75 34.71 0.14 ― 61.99 100.00 ―

(注)  自己株式 550株は、「単元未満株式の状況」に550株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所

有株式数は550株であります。 

 

(5) 【大株主の状況】 

平成17年７月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

加藤 優 札幌市白石区本通６丁目南５－１ 775 26.32

株式会社 
小森コーポレーション 

東京都墨田区吾妻橋３丁目11－１ 220 7.46

大日精化工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７－６ 200 6.78

総合商研従業員持株会 札幌市東区東苗穂２条３丁目４－48 162 5.52

株式会社光文堂 名古屋市中区金山２丁目15－18 100 3.39

小松印刷株式会社 香川県香川郡香南町大字由佐2100－１ 100 3.39

志田 秋子 札幌市厚別区もみじ台東７丁目６－１ 72 2.44

日藤ホールディングス 
株式会社 

札幌市中央区北３条西14丁目２ 70 2.37

東京インキ株式会社 東京都北区田端新町２丁目７－15 63 2.14

奥山 裕三 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎231－７ 50 1.70

株式会社ローレル 
インテリジェントシステムズ 

横浜市青葉区美しが丘５丁目35－２ 50 1.70

計 ― 1,863 63.21
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年７月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,944,000 2,944 
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 

単元未満株式 普通株式  4,110 ― 同上 

発行済株式総数 2,948,110 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,944 ― 

(注)１ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 550株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成17年７月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

 

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役

及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年10月28日の定時

株主総会において決議されたものであります。 

 

決議年月日 平成16年10月28日 

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社取締役 ５ 

当社従業員 22 

子会社取締役及び従業員 ２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 143,000 (注１) 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり316(注２) 

新株予約権の行使期間 平成18年11月１日から平成21年10月31日まで 
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新株予約権の行使の条件 (注３) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する 

(注) １ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は、当該時点において対象者が権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率 

 

また、発行日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整

し、当該時点で行使または消却されていない新株予約権を合計した調整後付与株式数をもって新株予約

権の目的たる株式の数とする。 

 

   ２ 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払

込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 

分割（又は併合）の比率 

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）

を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。な

お、時価を下回る価額で当社普通株式に係る自己株式を処分するときもこれに準じて行使価額を調整す

るものとする。また次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済み普通株式総数から当社普

通株式に係る自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
新規発行または

処分株式数 
× 

１株当りの払込

または処分価額
既発行株式数 ＋

新規株式発行または処分前の時価 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。 

 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当を受けた者（以下、新株予約権者という。）は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社または当社子会社の取

締役を任期満了により退任した場合、従業員が定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで

はない。 

(2) 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失

する。 

(3) 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の１単元の株式数の整数倍となる場合に限り、

これを行うことができる。 

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

る。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 
 

該当事項はありません。  
 
 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。  

 

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の

状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 
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３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質の強化及び今後の事

業展開に備えた内部留保を勘案しながら、安定した配当を継続して行うことを基本方針としておりま

す。 

当期につきましては、経常利益・当期純利益での黒字確保となりましたが、安定した財務体質の確

保、内部留保の強化を図るため、当初計画どおり、期末に一株当り７円50銭の普通配当を実施いたし

ます。また、今後につきましても、財務体質の強化を図りながら、安定した配当に努めてまいります。 

 

 

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 

回次 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 

最高(円) 505 810 1,000 421 
 410 
※345 

最低(円) 405 270   260 270 
295 

※290 

(注) 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本

証券業協会の公表のものであります。なお、第34期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業

協会の公表のものであります。 

 

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高(円) 320 410 390 388 398 401 

最低(円) 302 332 370 370 389 362 

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所の公表のものであります。 
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５ 【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株)

昭和44年１月 個人にてプリント企画創業 

昭和45年４月 プリント企画を総合印刷に屋号変

更 

昭和47年12月 総合商研㈱を設立(総合印刷を改

組) 

 代表取締役(現任) 

昭和52年８月 ㈲アリ印刷代表取締役社長(㈲アリ

印刷は平成５年７月に清算) 

昭和57年７月 札幌印刷㈱代表取締役社長(札幌印

刷㈱は平成６年３月に当社が吸収

合併) 

平成２年６月 菊水商事㈱代表取締役社長(菊水商

事㈱は平成６年３月に当社が吸収

合併) 

平成10年２月 協同組合札幌プリントピア設立 

 理事長(現任) 

平成16年10月 当社会長兼管理部長 

代表取締役 会長 加 藤   優 昭和14年７月15日生

平成17年７月 当社会長(現任) 

775

昭和55年４月 当社入社 

平成５年４月 当社営業部部長 

平成７年８月 当社商業印刷事業部営業部長 

平成９年10月 当社取締役(現任) 

 当社商業印刷事業部事業部長 

平成11年２月 当社営業本部長兼営業第２部部長 

平成14年４月 当社札幌営業本部長 

 （当社マーケティング部・特販営

業部・大阪営業部担当) 

平成15年４月 当社大阪支社長 

取締役 
社長 

兼営業本部長 
片 岡 廣 幸 昭和32年７月16日生

平成16年10月 当社社長兼営業本部長(現任) 

17

昭和44年４月 ㈱タダノチェーン入社 

昭和53年10月 西村㈱入社 

昭和59年10月 札幌印刷㈱入社 

平成６年３月 同社と当社が合併 

平成７年８月 当社特別営業事業部営業部長 

平成９年10月 当社取締役(現任) 

 当社特別営業事業部事業部長 

平成11年２月 当社管理部長 

平成12年８月 当社内部監査室長 

平成14年10月 当社特販営業部長 

取締役 厚木工場長 加 藤 則 夫 昭和17年10月30日生

平成15年12月 当社厚木工場長(現任) 

20

昭和51年４月 甲竜工業㈱入社 

昭和52年10月 ㈱吉田プロセス入社 

昭和58年３月 当社入社 

平成２年３月 当社製版部長 

平成５年３月 当社第二生産部長 

平成７年８月 当社研究開発室長 

平成10年８月 当社研究開発部長 

平成10年10月 当社取締役(現任) 

取締役 生産本部長 木 嶋 亮 二 昭和26年10月27日生

平成14年４月 当社生産本部長(現任) 

23

昭和51年４月

平成14年７月

㈱北海道銀行入行 

同行麻生支店長 

平成16年７月 当社管理部財務担当部長 

平成17年７月 当社執行役員企画管理本部長 

取締役 企画管理本部長 原  田  正  之 昭和28年10月15日生

平成17年10月 当社取締役企画管理本部長(現任) 

10
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株)

取締役 営業企画部長 菊 池 健 司 昭和29年10月２日生

昭和53年４月

平成11年１月

平成13年２月

平成14年７月

平成14年９月

平成17年７月

平成17年10月

㈱ダイエー入社 

同社販売促進部長 

同社ＩＲ広報部長 

当社東京本部・副本部長 

㈱総合商業研究所取締役 

当社執行役員営業企画部長 

当社取締役営業企画部長(現任) 

―

監査役 常勤 大 居 啓 子 昭和24年１月５日生

昭和52年12月

昭和58年１月

昭和58年８月

平成７年10月

平成10年10月

平成11年４月

平成14年12月

 

平成16年10月

森孝平公認会計士事務所入所 

村住経営㈱入社 

税理士登録 

当社監査役 

当社監査役退任 

個人経営 

税理士法人むらずみ総合事務所入

所 

当社常勤監査役(現任) 

―

昭和30年４月 大日精化工業㈱入社 

昭和45年４月 同社購買部長 

昭和50年９月 同社営業第２本部長 

昭和56年９月 同社名古屋支店長(現中部支社) 

平成５年６月 同社取締役 

平成５年７月 同社印刷総合システム事業本部オ

フセットインキ事業部長 

平成９年４月 同社常務取締役(現任) 

監査役 ― 山 本 圭 介 昭和８年２月８日生

平成11年10月 当社監査役(現任) 

―

昭和35年４月 ㈱小森コーポレーション入社 

平成10年４月 同社経理部長 

平成12年６月 同社常勤監査役(現任) 
監査役 ― 榊 原   孝 昭和16年７月20日生

平成13年10月 当社監査役(現任) 

―

計 846

(注)  取締役加藤則夫は代表取締役加藤優の実弟であります。 

 

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 

〈コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〉 

当社は、企業活動に係る全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化

を図るとともに、経営の透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。 

 

〈コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況〉 

 (1) 会社の機関の内容、内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況 

①会社の機関の内容 

当社は、経営上の意思決定機関として取締役会を開催し、経営状況、計画の進捗状況を遅延なく

把握し、また必要に応じて適宜臨時取締役会を招集し、経営上の意思決定及び適切な対応を迅速に

行っております。さらに、取締役会の決議内容、経営基本方針及び業務上の重要事項等を確認・協

議し、効率的に組織運営を行うため、部・課長職以上の役職者で構成される経営会議を開催し、全

社内の社員の意識統一を図っております。 

また、平成16年10月より、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を目的として、
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執行役員制度を導入いたしました。執行役員は取締役会で任命されるものとし、各部門に対する権

限委譲を進め、業務執行の責任を明らかにするとともに、経営戦略のより迅速かつ正確な遂行を推

進しております。 

経営上の意思決定を適切に監督するため、当社は監査役会を開催しております。監査役会は３ヶ

月に１回以上実施し、常勤監査役１名と非常勤監査役２名（社外監査役）によって構成され、監査

の実施を年間の監査基本計画に基づいて行い、取締役会への出席に加え、随時必要に応じて業務執

行状況についてチェック牽制を実施し、取締役の執務状況及び取締役会並びに経営会議の実施状況

を監視できる体制となっています。また、常勤監査役は取締役会及び経営会議に常時出席し、経営

及び事業に係る監査を行っております。 

 

 

 

 

②内部統制システムの整備状況 

当社では、内部監査室及び監査役を中心に内部監査を随時実施しております。なお、内部監査室

は１名で構成されており、他部門との連携のもとで監査を実施しております。また、平成17年7月に

組織変更を実施し、従来の経営企画部と管理部を統合した「企画管理本部」を設置し、内部管理部

門を一元化することで、内部統制および管理体制の強化を図っております。 

   ③リスク管理体制の整備状況 

当社では、事業活動全般にわたり生じる様々なリスクに対応するため、企画管理本部がリスク情

報の一元管理を行い、必要に応じて経営会議および取締役会に報告しております。また、対外的な

リスクに関しましては、顧問弁護士と十分協議の上、対応しております。 

 

 (2) 会計監査の状況 

会社業務全般に渡り厳格な会計監査を実施するため、定期的に監査を行っております。当社の会

計監査業務を執行した公認会計士は上田恵一氏及び廣瀬一雄氏であり、中央青山監査法人に所属し

ております。 

当社の財務書類に対する連続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。 

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士６名と会計士補１名であります。 
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 (3) 役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額   22,600千円 

監査役の年間報酬      4,500千円 

 

 (4) 監査報酬の内容 

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   12,000千円 

上記以外の報酬                                  ―千円 

 

 (5) 会社と会社の社外監査役との関係 

当社の社外監査役２名は、当社株主２社の取締役・監査役であり、当社とこれら２社との間で購買

取引があります。いずれの取引も定型的取引であり、当社と社外監査役個人との間に特別な利害関

係はありません。 

 

 (6) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近一年間における実施状況 

   既述の取り組みのほか、次のことを実施し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めておりま

す。 

 ① 取締役会は、当期23回開催、監査役会は５回開催しております。 

 ② 当社では、平成17年４月施行の「個人情報の保護に関する法律」に対応し、個人情報管理体制

を強化しており、平成17年６月にプライバシーマークの認定を受けました。個人情報の厳格な管

理の維持・強化のため、個人情報の内部監査の実施、規程整備、管理体制の強化を図っておりま

す。 

 ③ 透明性のある経営を確保するための情報開示手段として、決算説明会を年２回開催いたしまし

た。また、業績情報等のＩＲ情報のホームページへの掲載などを活用した情報開示を実施してお

ります。 

 

 


