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 この目論見書により行う株式21,808,200千円（見込額）の売出し

（引受人の買取引受けによる売出し）及び株式3,252,100千円（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４条第１項ただし書により同項本文の

規定による届出は行っておりません。 

 なお、売出価格等については、今後訂正が行われます。 

 また、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、売出価格等（売出価格、引受価額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、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項

（引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、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売出価格等決定日の翌日付

の日本経済新聞及び売出価格等の決定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〕http://www.agc.com/news/）（以下「新聞等」と

いう。）で公表いたします。ただし、売出価格等の決定に際し、売出価格等及び売出価

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。 

 なお、売出価格等が決定される前に目論見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。 

 



東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

（旧会社名　旭硝子株式会社）

株式売出目論見書

売出価格　未定



私たちＡＧＣは、
お客様とゆるぎない信頼関係を築きながら、
互いの知見や技術を掛け合わせ、
独自の素材とソリューションで、
人々の想いの先、夢の実現に挑んでいきます。



会社概要

沿革

会 社 名 ＡＧＣ株式会社（英訳名：ＡＧＣ Inc.）

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

設 立 年 月 日 1950年6月1日〔創立：1907年9月8日〕

代 表 者 代表取締役　兼　社長執行役員　CEO　島村　琢哉

決 算 日 12月31日

資 本 金 90,873百万円〔発行済株式総数：227,441,381株〕（2018年12月31日現在）

関 係 会 社 子会社：236社　関連会社：45社（2018年12月31日現在）

従業員数（連結） 54,101人（2018年12月31日現在）

1907年 旭硝子株式会社創立

1909年 尼崎工場（現関西工場尼崎事務所）を設置し、日本で初めて板ガラスの工業生産を開始

1916年 ガラス溶解窯の構造材である耐火煉瓦の生産を開始し、セラミックス事業に参入

1944年 日本化成工業株式会社と合併し、三菱化成工業株式会社と改称

1950年 企業再建整備法により、三菱化成工業株式会社が3分割される
当社は旭硝子株式会社の旧名に復して設立され、再発足。株式を上場

1956年 自動車用ガラスの生産を開始
インドでのガラス生産を開始し、インドに進出

1964年 フッ素化学品の生産を開始

1981年 ベルギーのグラバーベル社（現AGCガラス・ヨーロッパ社）を買収、欧州に進出

1988年 米国の板ガラス製造会社であるAFGインダストリーズ社（現AGCフラットガラス・ノース
アメリカ社）に資本参加し、同国での板ガラス生産を開始

1995年 TFT（薄膜トランジスタ）液晶用ガラスの生産を開始

2002年 カンパニー制を導入し、グローバル一体経営体制に移行

2007年 グループブランドをＡＧＣに統一

2011年 ブラジルにAGCガラス・ブラジル社を設立し、同国に進出

2017年 デンマーク・米国に開発拠点を有するCMCバイオロジクス社（現AGCバイオロジクス社）
の全株式を取得

2018年 社名を旭硝子株式会社からＡＧＣ株式会社へ変更
米国パーク・エレクトロケミカル社のエレクトロニクス事業を買収



事業内容

　当社グループは、ガラス、電子、化学品、セラミックスの4つの事業領域でグローバルに事業活動を展開してい
ます。110年にわたる技術革新の歴史のなかで培った技術とノウハウを強みに、建築用ガラス・自動車用ガラス
をはじめ、ディスプレイ用ガラス、電子機器用部材、また化学品やセラミックスといった高機能素材など、多種
多様な製品を幅広い産業のお客様に提供しています。

ガラス

電子

建築用ガラス（板ガラス）、
自動車用ガラス

ディスプレイ用ガラス、電子部材

・ 建築用ガラス（板ガラス）では、フロート板ガラスやそれに
加工を施した建築用加工ガラス、インテリアガラスなど多彩
な製品の製造、販売を行っております。

・ 自動車用ガラスでは、技術力に加え、グローバルなマーケ
ティング機能及び生産ネットワークを駆使して、多彩な製品
の製造、販売を行っております。

・ ディスプレイ用ガラスでは、液晶用ガラス基板やディスプレ
イ用特殊ガラス等の製造、販売を行っており、次世代の映像
表示デバイス用ガラスの開発にも注力しています。

・ 電子部材では、半導体やスマートフォン関連製品を中心に、
EUVマスクブランクスなどの半導体プロセス部材やスマート
フォン・デジタルカメラ向け色調補正用フィルターなどの光
部材の製造、販売を行っております。
※  EUVマスクブランクスは、EUV露光向けのフォトマスク原料（ガラス基板上に遮光性薄

膜が形成されたもの）であり、半導体製造で用いられる材料の一つです。

※  セグメント別売上高は、外部顧客への売上高を示しております。
※  1億円未満の金額は四捨五入、％は連結売上高15,229億円に対する比率であり、小数点以下第一位を四捨五入しております。
※  当社グループは、「ガラス」「電子」「化学品」の3つを報告セグメントとしております。

2018年12月期

売上高
（連結）
7,562億円
50％

2018年12月期

売上高
（連結）
2,503億円
16％

EUVマスクブランクス（電子部材）ディスプレイ用ガラス

建築用ガラス（板ガラス） 自動車用ガラス



事業内容

化学品

セラミックス・その他

クロールアルカリ・ウレタン、
フッ素・スペシャリティ、ライフサイエンス

セラミックス製品、
物流・金融サービス等

・ 苛性ソーダや重曹など、多様な産業に不可欠な汎用性の高い
基礎化学品を提供しています。

・ フッ素樹脂やフッ素ゴムなどの多機能材料が多様な産業分野
で活用されています。

・ 医農薬中間体・原体なども提供し、ライフサイエンス分野に
も寄与しています。

・ AGCセラミックス株式会社（連結子会社）が、耐火物製品の
ラインナップとエンジニアリング技術を軸に事業を展開して
います。

2018年12月期

売上高
（連結）
4,821億円
32％

2018年12月期

売上高
（連結）
344億円
2％

塩化ビニル樹脂
（クロールアルカリ）

遮熱舗装用セラミックス材料
「タフクーレ®」

独Allianz Arenaの外装
（フッ素・スペシャリティ）

高断熱セラミックス耐火物
「THERMOTECT®」

タンパク質の培養
（ライフサイエンス）

工業炉用耐火物

※ セグメント別売上高は、外部顧客への売上高を示しております。
※ 1億円未満の金額は四捨五入、％は連結売上高15,229億円に対する比率であり、小数点以下第一位を四捨五入しております。
※ 当社グループは、「ガラス」「電子」「化学品」の3つを報告セグメントとしております。



ＡＧＣグループの長期経営戦略

“2025年のありたい姿”

戦略的なM＆Aを含め価値創出・成長に向けた投資や、資産効率を重視したメリハリのある
経営資源配分を実施

コア事業が確固たる収益基盤となり、戦略事業が成長エンジンとして
一層の収益拡大を牽引する、高収益のグローバルな優良素材メーカー

長期安定的な収益基盤となる「コア事業」

ポートフォリオ経営の徹底による
長期安定的な収益基盤の構築

建築用ガラス 自動車用ガラス（既存） ディスプレイ

基礎化学品 フッ素化学品 セラミックス

更なる成長に向けた戦略事業における取り組み

モビリティ、エレクトロニクス、ライフサイエンスの３つの領域を戦略事業におけるターゲットとして、より付
加価値の高いソリューションを提供していきます。

高い成長を目指す「戦略事業」

高付加価値ビジネスの拡大による
高収益事業の確立

モビリティ エレクトロニクス ライフサイエンス

モビリティ エレクトロニクス ライフサイエンス

つながる車／自動運転／軽量化等 
環境の変化を捉えた事業展開

・ 車載ディスプレイ用カバーガラ
ス事業の拡大

・ 既存技術を活用した新製品開発
（情報表示やセンサー機能を持
つガラス等）

IoT、次世代高速通信時代への 
対応強化

・ 半導体関連部材（ハイエンド消
耗材）の売上拡大

・ 5Gを始めとする次世代高速通
信用部材の事業拡大

医農薬市場の 
高い成長の取込み

・ 合成医農薬、バイオ医薬品分野
のグローバル運営体制の強化

・ 細胞医薬品、再生医療等の分野
における新たな事業機会の探索

車内空間の
ディスプレイ化

次世代高速通信用
アンテナ

5Gや自動運転向け
ハイエンドリジットCCL
（CCL：Copper Clad 
Laminate、銅張積層板）

半導体の微細化、
高度化への対応 合成医農薬、バイオ医薬品

の開発製造受託事業
バイオ医薬でM＆Aにより海外
拠点および動物細胞技術の獲得



株主還元

グローバル・ネットワーク （2018年12月31日現在）

　現在の1株当たり年間配当額以上の継続を基本に、自己株式取得を含めた連結総還元性向50％以上を目安とし、
連結業績や将来の投資計画等も総合的に勘案しながら、積極的に株主の皆様への還元に努めていきたいと考えて
おります。
　2018年12月期の1株当たり配当金（年間）は115円であり、2期連続増配となります。

連結子会社及び持分法適用会社合計249社（国内46社　海外203社）

地域別売上高

ヨーロッパ
売上高：3,510億円

※ 地域別の売上高は、各拠点の所在地によっており、「アメリカ」にはブラジルを含めて記載しております。
※ 1億円未満の金額は四捨五入、％は連結売上高15,229億円に対する比率であり、小数点以下第一位を四捨五入しております。

日本・アジア
売上高：10,057億円

アメリカ
売上高：1,663億円

1株当たり配当金
（年間） 90円 90円 90円 105円 115円

連結総還元性向 130.7％ 48.5％ 65.0％ 56.2％ 51.0％

連結総還元性向＝（配当総額＋自己株式取得総額）÷親会社の所有者に帰属する当期純利益

※  2016年12月期の自己株式取得は、2017年2月8日から2017年3月23日に実施しております。
※  当社は、2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しており、上記の1株当たり配当金（年間）は、当該株式併合を考慮した数値を記載しております。
※  1億円未満の金額は四捨五入、％は小数点以下第二位を四捨五入しております。

2014年
12月期

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

208

208

208

208

208

308
100

239

389

150

257

457

200

■ 配当総額　■ 自己株式取得総額
（億円）

23％

66％

11％



業績等の推移（連結）

2014年
12月期

13,483

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

13,263 12,826
14,635 15,229

2014年
12月期

621

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

712

963

1,196 1,206

2014年
12月期

159

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

429 474

692

896

2014年
12月期

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

2014年
12月期

11,131

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

10,942 10,954
11,840 11,372

2014年
12月期

2015年
12月期

2016年
12月期

2017年
12月期

2018年
12月期

1,358 1,872 2,036 2,035 1,893

（1,088） （1,160） （1,136）
（2,096） （1,945）

（947） （354） （465）

（187）

87

4.6％
5.4％

7.5％ 8.2％ 7.9％

1.2％

3.2％ 3.7％
4.7％

5.9％

1.45％

3.89％ 4.33％

6.07％

7.72％

53.58％ 54.95％ 55.28％ 53.13％ 50.86％

売上高
（億円）

営業利益
営業利益（億円）
売上高営業利益率

親会社の所有者に帰属する当期純利益
親会社の所有者に帰属する当期純利益（億円）
売上高親会社の所有者に帰属する当期純利益率

親会社所有者帰属持分当期純利益率
（自己資本利益率（ROE））

親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）
親会社の所有者に帰属する持分（億円）
親会社所有者帰属持分比率

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー（億円）
投資活動によるキャッシュ・フロー（億円）
財務活動によるキャッシュ・フロー（億円）

※ 1億円未満の金額は四捨五入、％は小数点以下第二位（小数点以下第二位まで表記している場合は小数点以下第三位）を四捨五入しております。
※ 親会社所有者帰属持分当期純利益率は、親会社の所有者に帰属する当期純利益÷親会社の所有者に帰属する持分（期首と期末の平均）にて算出しております。
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【表紙】
 

【会社名】 ＡＧＣ株式会社 

（旧会社名 旭硝子株式会社） 

【英訳名】 AGC Inc. 

（旧英訳名 Asahi Glass Company, Limited） 

（注） 2018年３月29日開催の第93回定時株主総会の決議によ

り、2018年７月１日から会社名を上記のとおり変更しま

した。 

【代表者の役職氏名】 代表取締役  島村 琢哉 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

【電話番号】 東京(03)3218－5603 

【事務連絡者氏名】 広報・ＩＲ部長  玉城 和美 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

【電話番号】 東京(03)3218－5603 

【事務連絡者氏名】 広報・ＩＲ部長  玉城 和美 

【本目論見書により行う売出有価証券の種類】 株式 

【本目論見書により行う売出金額】 
 
引受人の買取引受けによる売出し 21,808,200,000円 

オーバーアロットメントによる売出し 3,252,100,000円 

（注） 売出金額は、売出価額の総額であり、2019年３月22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。 
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（株価情報等） 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

 2016年３月28日から2019年３月22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 当社は、2017年７月１日付で普通株式５株を１株に併合する株式併合を行っておりますので、株価、ＰＥＲ

及び株式売買高（週単位）については、下記（注）２乃至４に記載のとおり、当該株式併合を考慮したもの

としております。 

２ ・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。な

お、当該株式併合の権利落ち前の株価については、当該株価に５を乗じて得た数値を株価としておりま

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。 

３ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 

ＰＥＲ（倍）＝ 
週末の終値 

基本的１株当たり当期純利益 

・週末の終値については、当該株式併合の権利落ち前は当該終値に５を乗じて得た数値を週末の終値として

おります。 

・基本的１株当たり当期純利益は、以下の値を使用しております。 

2016年３月28日から2016年12月31日については、2015年12月期有価証券報告書の2015年12月期連結財務諸

表の基本的１株当たり当期純利益に５を乗じて得た数値を使用。 

2017年１月１日から2017年12月31日については、2016年12月期有価証券報告書の2016年12月期連結財務諸

表の基本的１株当たり当期純利益に５を乗じて得た数値を使用。 
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2018年１月１日から2018年12月31日については、2017年12月期有価証券報告書の2017年12月期連結財務諸

表の基本的１株当たり当期純利益を使用。 

2019年１月１日から2019年３月22日については、2018年12月期有価証券報告書の2018年12月期連結財務諸

表の基本的１株当たり当期純利益を使用。 

４ 株式売買高について、当該株式併合の権利落ち前は当該株式売買高を５で除して得た数値を株式売買高とし

ております。 

 

２【大量保有報告書等の提出状況】 

 2018年10月２日から2019年３月22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。 

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（％） 

株式会社みずほ銀行 

2018年９月28日 2018年10月５日 
変更報告書 

（注）１ 

1,731,441 0.75 

みずほ証券株式会社 2,344,522 1.01 

アセットマネジメントOne株

式会社 
9,357,800 4.03 

株式会社みずほ銀行 

2018年10月31日 2018年11月７日 
変更報告書 

（注）２ 

1,731,441 0.75 

みずほ証券株式会社 50,522 0.02 

アセットマネジメントOne株

式会社 
9,347,900 4.03 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

2018年12月24日 2019年１月４日 
変更報告書 

（注）３ 

3,118,620 1.37 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 12,489,382 5.49 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 1,575,800 0.69 

三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社 
207,485 0.09 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

2019年１月28日 2019年２月４日 
変更報告書 

（注）４ 

3,118,620 1.37 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 12,352,482 5.43 

MUFGセキュリティーズEMEA 

（MUFG Securities EMEA 

plc） 

2,000,000 0.88 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 1,644,000 0.72 

三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社 
2,275,321 1.00 

 （注）１ 株式会社みずほ銀行、みずほ証券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 株式会社みずほ銀行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。なお、みずほ証券株

式会社は共同保有者から外れております。

３ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社及び三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は共同保有者であ

ります。なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は共同保有者から外れております。

４ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、MUFGセキュリティーズEMEA（MUFG Securities 

EMEA plc）、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は共同保有者

であります。

５ 上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会

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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第一部【証券情報】

第１【募集要項】
 該当事項はありません。

 

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

 2019年４月15日（月）から2019年４月17日（水）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）

に決定される引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引

受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売

出人に支払い、本売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）における売出価格の総額との差額は

引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

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 5,700,000株 21,808,200,000 

東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

株式会社みずほ銀行            1,731,400株 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社        1,700,000株

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

株式会社三菱ＵＦＪ銀行          1,218,600株

東京都千代田区大手町二丁目２番２号

野村信託銀行株式会社 

（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口）     1,050,000株 

 （注）１ 引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から850,000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。

２ 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、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。 

３ 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茅場町二丁目１番１号

４ 売出価額の総額は、2019年３月22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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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格 
（円） 

引受価額 
（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、２ 

売出価格等決定日の

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 

自 2019年 

４月18日(木) 

至 2019年 

４月19日(金) 

(注)３ 

100株 

１株につ

き売出価

格と同一

の金額 

右記金融

商品取引

業者の本

店及び全

国各支店 

東京都千代田区丸の内二

丁目５番２号 

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５番１号 

みずほ証券株式会社 

(注)４ 

 （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、2019年４月15日（月）から2019年４月17日（水）までの間のいずれかの日（売

出価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代

金）を決定いたします。 

今後、売出価格等（売出価格、引受価額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、売

出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受けによる売出しの売出価

額の総額、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売出価格等決定日の翌日

付の日本経済新聞及び売出価格等の決定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〕http://www.agc.com/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、

売出価格等の決定に際し、売出価格等及び売出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。

なお、売出価格等が決定される前に目論見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「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額と

は異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

３ 株式の受渡期日は、2019年４月25日（木）であります。 

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、売出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、上記申込期間及び受渡期日については、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、最長で2019年４月12日（金）から2019年４月17日（水）までを予定しておりますが、

実際の売出価格等の決定期間は、2019年４月15日（月）から2019年４月17日（水）までを予定しておりま

す。 

したがいまして、 

① 売出価格等決定日が2019年４月15日（月）の場合、申込期間は「自 2019年４月16日（火） 至 2019

年４月17日（水）」、受渡期日は「2019年４月23日（火）」 

② 売出価格等決定日が2019年４月16日（火）の場合、申込期間は「自 2019年４月17日（水） 至 2019

年４月18日（木）」、受渡期日は「2019年４月24日（水）」 

③ 売出価格等決定日が2019年４月17日（水）の場合は、上記申込期間及び受渡期日のとおり、 

となりますのでご注意下さい。 

４ 元引受契約の内容 

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
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各金融商品取引業者の引受株式数 

金融商品取引業者名 引受株式数 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 4,193,300株 

みずほ証券株式会社 1,506,700株 

５ 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。 

６ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。 

７ 申込証拠金には、利息をつけません。 

８ 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。 

９ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、引受人

の買取引受けによる売出しの取扱いを一部委託します。 

名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行

住所：東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

上記登録金融機関は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、引受人の買取引受けに

よる売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、引受人の買取引受けによる売出し

の取扱いが行われない場合があります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

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 850,000株 3,252,100,000 
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案

した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社が当社株主から850,000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、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び売出価格等

の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、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売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び売出価格等の決定後か

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〕

http://www.agc.com/news/）（新聞等）で公表いたします。ただし、売出価格等の決定に際し、売出価格等

及び売出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。 

なお、売出価格等が決定される前に目論見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茅場町二丁目１番１号 

３ 売出価額の総額は、2019年３月22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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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

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 2019年 

４月18日(木) 

至 2019年 

４月19日(金) 

（注）１ 

100株 

１株につき売

出価格と同一

の金額 

三菱ＵＦＪモ

ルガン・スタ

ンレー証券株

式会社の本店

及び全国各支

店 

－ －

 （注）１ 株式の受渡期日は、2019年４月25日（木）であります。 

売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出

し）」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日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。 
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【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 

 引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である三菱Ｕ

ＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から850,000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、

850,000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が行われる場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、

引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限

として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、引受人の買取引受

けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2019年５月17日（金）までの間を行使期間

（以下「グリーンシューオプションの行使期間」という。（注））として上記当社株主から付与されます。 

 また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し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2019年５月17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））、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。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロッ

トメントによる売出しに伴い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。 

 上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余の借入れ株式は、三菱

ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返還されます。 

 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、売出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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー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、当該株主

から三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び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は行われません。 

（注） グリーンシューオプションの行使期間及びシンジケートカバー取引期間は、 

① 売出価格等決定日が2019年４月15日（月）の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2019年４

月23日（火）から2019年５月17日（金）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2019年４月18日

（木）から2019年５月17日（金）までの間」 

② 売出価格等決定日が2019年４月16日（火）の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2019年４

月24日（水）から2019年５月17日（金）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2019年４月19日

（金）から2019年５月17日（金）までの間」 

③ 売出価格等決定日が2019年４月17日（水）の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2019年４

月25日（木）から2019年５月17日（金）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2019年４月20日

（土）から2019年５月17日（金）までの間」 

となります。 

 

２ ロックアップについて 

 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、売出

価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出し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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なし

には、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取

得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による当社普通株式の発行、ストックオ

プションとして付与した新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分、業績連動型株式報酬制度に基づく当

社普通株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。 

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー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。 
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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【公開買付けに関する情報】
 該当事項はありません。 
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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94期（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）2019年３月28日関東財務局長に提出 

 

２【臨時報告書】

 １の有価証券報告書提出後、2019年４月２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2019年３月29日に関東財務局長に提出

 

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

出日以後、2019年４月２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

書の「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。 

 なお、当該有価証券報告書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、2019年４月２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。また、当該有価証券報告書に記載さ

れた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］ 

以下において、当社グループの事業その他のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項を記載しています。但し、以下は当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク

以外のリスクも存在します。かかるリスク要因のいずれによっても、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は2019年３月28日現在において判断したもので

す。

(1) 製品需要に関連する市場の経済状況 

 当社グループの製品に対する需要は、建築・建材業界、自動車業界、電子・ディスプレイ業界、及び化学品業界等

の市場動向の影響を受けます。また、当社グループの製品販売地域は、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパをはじ

め、多岐にわたっており、各国・地域の経済状況は当社グループの製品の販売に影響を与えます。当社グループは、

生産性の向上を図るとともに、固定費・変動費の削減を推進し、事業環境の変化に影響されにくい収益体質づくりを

目指していますが、これらの関連業界の需要減少や販売地域での景気減退が、当社グループの業績及び財務状況に大

きな影響を及ぼす可能性があります。

(2) 海外への事業展開 

 当社グループでは、製品の輸出及び海外における現地生産等、幅広く海外活動を展開しています。この海外展開に

関するリスクとして、海外における政治経済情勢の悪化、輸入・外資の規制、予期せぬ法令の改変、治安の悪化、国

家間の経済制裁、テロ・戦争の発生が考えられます。これらの事象は、海外における当社グループの事業活動に支障

をきたし、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(3) 競争優位性及び新技術・新製品の開発・事業化に係るリスク 

 当社グループが展開する各事業においては、当社グループと同種の製品を供給する競合会社が存在します。当社グ

ループでは、競争優位性を維持できるよう、顧客ニーズの把握、新技術・新製品の開発・事業化に努めていますが、

技術や顧客ニーズの変化に適切に対応できなかった場合や、新技術・新製品の開発・事業化期間が長期化した場合に

は、当社グループの成長性や収益性を低下させ、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があ

ります。

(4) 資材等の調達 

 当社グループの生産活動では、一部調達先が限られる特殊な原料、資材等を使用するため、これらについての供給

の逼迫や遅延等が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(5) 公的規制 

 当社グループが事業活動を行っている国及び地域では、投資に関する許認可や輸出入規制のほか、商取引、労働、

特許、租税、為替等の各種関係法令の適用を受けています。これらの法令の改変は、当社グループの業績及び財務状

況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 環境規制 

 多量の資源とエネルギーを使用するガラス及び化学品事業を営んでいる当社グループでは、「環境」をグループビ

ジョンの私たちの価値観の一つに定め、環境に関する各種法規制を遵守するとともに、温室効果ガスの排出量削減や

産業廃棄物埋立て量ミニマム化など環境負荷の低減活動に取り組んでいます。 

 しかしながら、気候変動の緩和と適応、持続可能な資源の利用、汚染の予防、化学物質の適正管理や水リスクなど

環境課題の広がりとともに、新たな法規制や社会的責任の発生などの環境規制リスクが考えられます。これらにより

法遵守や環境規制値達成のために必要なコストの増加、生産規模の縮小、生産効率の低減などを余儀なくされること

など、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(7) 製造物責任 

 当社グループは、製品の特性に応じて最適な品質を確保できるよう、全力を挙げて取り組んでいますが、予期せぬ

事情により大規模なリコール等に発展する品質問題が発生する可能性が皆無とはいえず、この場合、当社グループの

業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(8) 知的財産権 

 当社グループでは、現在の事業活動及び将来の事業展開に有用な知的財産権の取得に努める一方、第三者の知的財

産権や事業状況の調査を行い問題の発生の防止を図っています。しかし、第三者から知的財産に関する訴訟等を提起

されたり、第三者が当社グループの知的財産権を侵害したりする可能性は皆無とはいえず、この場合、当社グループ

の業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(9) 訴訟・法的手続

 当社グループは、国内及び海外事業に関連して、訴訟等の対象となるリスクがあり、現在、当事者となっている訴

訟等もあります。これらの訴訟等において、当社グループにとって不利な結果が生じた場合には、当社グループの業

績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(10) 自然災害・事故災害の影響 

 当社グループは、組織的な労働安全衛生・保安防災管理体制の構築と運用及び設備の安全化や点検・保守管理によ

り、労働災害及び生産設備等の事故防止に取り組んでいます。しかしながら、重篤な労働災害や重大な火災・爆発・

漏洩事故などの不測の事態が発生するリスクが考えられます。 

 また、当社グループは、自然災害が発生した場合に備えて、グループ内の主要拠点においては、地震・強風・洪水

などに関するリスクを評価し、ハザードの高い拠点では事業継続計画を策定しております。しかしながら、大規模な

地震・台風・洪水等の自然災害により、生産設備への被害、交通遮断による製品輸送停止など、不測の事態が発生す

るリスクが考えられます。 

 これらの不測の事態が発生したことにより、当社グループのいずれかの設備における一時的又は長期にわたる生産

の中断があった場合、製品によっては代替生産できないものもあり、お客様への供給に支障が生じる可能性や、当社

グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(11) 為替レートの変動 

 当社グループの事業には、全世界における製品の生産と販売が含まれています。各地域における売上、費用、資産 

を含む現地通貨建の項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されています。換算時の為替レートにより、これら

の項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

 また、当社グループは、日本をはじめとする世界各国の生産拠点で生産活動を行っており、その製品を複数の国に

輸出しています。各国における生産及び販売では、外貨建で購入する原材料や販売する製品があります。したがっ

て、為替レートの変動は、購入する原材料の価格や販売価格の設定に影響し、その結果、当社グループの業績及び財

務状況に影響を与えます。

(12) 退職給付債務 

 当社グループの退職給付費用及び債務は、年金資産の運用収益率や割引率等の数理計算上の前提に基づいて計算さ

れています。年金資産の運用環境の悪化により前提と実績に乖離が生じた場合等は、当社グループの業績及び財務状

況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(13) 固定資産の価値下落 

 当社グループが保有している固定資産について、時価下落・収益性の低下等に伴い資産価値が低下した場合は、当

社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(14) 情報セキュリティ 

 当社グループの事業活動における情報システムの重要性は非常に高まっており、システムやデータ等の情報資産の

保護に努めていますが、それにもかかわらず、災害、ハッカーやコンピュータウィルスによる攻撃、不正アクセスそ

の他不測の事態により、重要な業務の中断や機密データの漏洩などが発生した場合、当社グループの業績及び財務状

況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ＡＧＣ株式会社 本店 

（東京都千代田区丸の内一丁目５番１号） 

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） 
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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。 
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第五部【特別情報】
 該当事項はありません。 
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「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 

 

会社名 ＡＧＣ株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役  島村 琢哉 

 

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、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

1,005,012百万円 

 

（参考） 

（2017年２月28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    

918円 × 1,186,705,905株 ＝ 1,089,396百万円 

         

（2018年２月28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    

4,455円 × 235,177,781株 ＝ 1,047,717百万円 

         

（2019年２月28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    

3,860円 × 227,441,381株 ＝ 877,923百万円 
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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 

 当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）並びに当社の関連会社は、2018年12月31日現在、当

社、子会社236社及び関連会社45社により構成され、その主な事業内容は次のとおりであります。

 なお、以下の区分とセグメント情報における事業区分とは、同一です。

報告セグメント 主要製品 

 ガラス

フロート板ガラス、型板ガラス、網入り磨板ガラス、Low-E（低放射）ガラス、装飾ガラス、 

建築用加工ガラス（断熱・遮熱複層ガラス、防災・防犯ガラス、防・耐火ガラス等）、 

自動車用ガラス等 

 電子

液晶用ガラス基板、ディスプレイ用特殊ガラス、車載ディスプレイ用カバーガラス、 

ディスプレイ用周辺部材、ソーラー用ガラス、産業用加工ガラス、半導体プロセス用部材、 

オプトエレクトロニクス用部材、照明用製品、理化学用製品等 

 化学品
塩化ビニル、塩化ビニル原料、苛性ソーダ、ウレタン原料、フッ素樹脂、撥水撥油剤、 

ガス、溶剤、医農薬中間体・原体、ヨウ素製品等 

上記製品の他、当社グループは、セラミックス製品、物流・金融サービス等も扱っています。

 

 当社グループ及び関連会社のうち、当社、連結子会社及び持分法適用会社の位置付け等は、次の図のとおりであり

ます。

 

（注） 各区分の会社数には当社を含んでおりません。 
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２ 主要な経営指標等の推移 

(1）連結経営指標等

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期 

決算年月 
2014年 
12月 

2015年 
12月 

2016年 
12月 

2017年 
12月 

2018年 
12月 

売上高 (百万円) 1,348,308 1,326,293 1,282,570 1,463,532 1,522,904 

税引前利益 (百万円) 41,163 84,522 67,563 114,424 128,404 

親会社の所有者に帰属す

る当期純利益 
(百万円) 15,913 42,906 47,438 69,225 89,593 

親会社の所有者に帰属す

る当期包括利益 
(百万円) 42,007 1,596 21,452 135,090 6,629 

親会社の所有者に帰属す

る持分 
(百万円) 1,113,126 1,094,172 1,095,438 1,184,034 1,137,204 

総資産額 (百万円) 2,077,338 1,991,262 1,981,451 2,228,560 2,235,776 

１株当たり親会社所有者

帰属持分 
(円) 963.04 946.48 4,736.59 5,239.70 5,141.43 

基本的１株当たり当期純

利益 
(円) 13.77 37.12 205.14 302.12 399.51 

希薄化後１株当たり当期

純利益 
(円) 13.58 36.97 204.26 300.65 397.58 

親会社所有者帰属持分比

率 
(％) 53.58 54.95 55.28 53.13 50.86 

親会社所有者帰属持分当

期純利益率 
(％) 1.45 3.89 4.33 6.07 7.72 

株価収益率 (倍) 42.77 18.75 19.40 16.15 8.59 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 135,790 187,170 203,637 203,504 189,287 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △108,754 △115,951 △113,596 △209,560 △194,450 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △94,673 △35,417 △46,450 △18,720 8,657 

現金及び現金同等物の期

末残高 
(百万円) 69,655 104,831 147,325 126,417 123,503 

従業員数 

(名) 

51,114 50,852 50,963 53,224 54,101 

〔 〕内は平均臨時従業

員数で外数 
〔4,787〕 〔4,694〕 〔4,592〕 〔4,947〕 〔4,752〕 

注 １ 第89期より国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に基づいて連結財務諸表を作成しております。

  ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３ 2017年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しております。第92期の期首に当該株式併合が行われたと 

   仮定し、「１株当たり親会社所有者帰属持分」、「基本的１株当たり当期純利益」及び「希薄化後１株当 

   たり当期純利益」を算定しております。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期 

決算年月 
2014年 
12月 

2015年 
12月 

2016年 
12月 

2017年 
12月 

2018年 
12月 

売上高 (百万円) 534,408 495,835 483,078 496,067 542,004 

経常利益 (百万円) 77,943 43,250 49,288 41,789 54,079 

当期純利益 (百万円) 52,184 36,534 24,153 40,190 51,970 

資本金 (百万円) 90,873 90,873 90,873 90,873 90,873 

発行済株式総数 (千株) 1,186,705 1,186,705 1,186,705 235,177 227,441 

純資産額 (百万円) 612,733 633,026 639,795 643,271 614,185 

総資産額 (百万円) 1,247,229 1,246,251 1,272,447 1,334,415 1,338,966 

１株当たり純資産額 (円) 528.24 545.58 2,755.96 2,835.14 2,765.58 

１株当たり配当額 (円) 18.00 18.00 18.00 65.00 115.00 

（内１株当たり中間配当

額） 
(円) (9.00) (9.00) (9.00) (10.00) (55.00) 

１株当たり当期純利益 (円) 45.15 31.61 104.45 175.40 231.74 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
(円) 43.50 31.48 104.00 174.55 230.62 

自己資本比率 (％) 49.0 50.6 50.1 48.0 45.7 

自己資本利益率 (％) 8.78 5.89 3.81 6.29 8.30 

株価収益率 (倍) 13.05 22.02 38.10 27.82 14.80 

配当性向 (％) 39.9 56.9 86.2 59.9 49.6 

従業員数 (名) 6,132 5,973 6,024 6,401 6,659 

注 １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 2017年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しております。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定

し、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」を算

定しております。

３ 第93期の１株当たり配当額65.00円は、１株当たり中間配当額10.00円と１株当たり期末配当額55.00円の合計

であります。2017年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しているため、１株当たり中間配当額10.00円は

株式併合前、１株当たり期末配当額55.00円は株式併合後の金額となっております。

４ 第94期より、「『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 2018年２月16日）を早期

適用しており、第93期の関連する主要な経営指標等について遡及処理の内容を反映させた数値を記載しており

ます。 
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株式会社プロネクサス　印刷
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