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Manageco★IR report 5 月号 

4 月の News 斜め読み！ 

 

4月中のニュースの中で、IR担当のみなさんが知っておくべきニュースを抽出。 

4月は、フランス大統領選挙が始まりました！ 

 

4月の資本政策発表企業 

 

◆ 自社株買い取得枠の決議 

ソフトクリエイト

HD 

桜井製作所 西松屋チェーン ホテルニューグラ

ンド 

オンワードHD アルバイトタイム

ス 

ユナイテッドスーパ

ーマーケット HD 

トレジャーファク

トリー 

モリト 良品計画 青木あすなろ建設 TSI HD 

富士精工 エコートレーディ

ング 

東宝 メディア工房 

いちごHD 伯東 千代田化工建設 四国銀行 

モロゾフ ソフトバンクテク

ノロジー 

ミクロン精密 スパークスグルー

プ 

ディファクトスタ

ンダード 

積水化工 オリエンタルランド 本多通信工業 

野村HD NSD 大東建託 東邦ガス 

北中バス 東京ガス JR東日本 マネックス 

戸田建設    

 

◆ 立会外分売 

シンクロフード ベステラ ハイアス＆カンパ

ニー 

カンセキ 

ネクステージ ジュンテンドー ワイズテーブル 森永乳業 

片倉コープ JFEコンテナー KVK ソフィア HD 
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イクヨ 日本出版貿易 大阪ガス  

 

◆ 単元株変更 

 

京都銀行 第 4銀行 ダイニック 日本色材 

近鉄百貨店 大和 さいか屋 昴 

トーヨーアサノ 丸東産業 セイヒョー ライフフーズ 

タキヒョー 上新電機 JMS 歌舞伎座 

東邦亜鉛 大崎電機 日本精機 東洋紡 

医科学生物研究所 KYB NEC 北陸電工 

新明和工業 ナンシン 日本アビオニクス 京福電気鉄道 

シキボウ 東邦ガス 銭高組 ソマール 

四国化成 ダイトーケミック

ス 

三菱製鋼 川重冷熱工業 

トーエネック 新潟交通 京阪 HD 山九 

商船三井 三井倉庫 東海リース  

    

◆ TOB 

ソレキア（佐々木ベジ） 

ソレキア（富士通） 

 

丸栄（興和） 

倉庫精練（丸井織物） 

テラプローブ（力成科技日本） 

ホリイフードサービス（TBIHD） 

日立国際電気（HKE） 

 

1. 

2016年度売買代金上位 

 

1位：任天堂 

2位：トヨタ 
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3位：三菱 UFJFG 

4位：ソフトバンク 

5位：三井住友 FG 

 

2. 

決算短信簡素化が始まる 

 

2017年 3月期より、決算短信が一部簡素化が可能に 

 

1． サマリー情報 「義務化」を「要請」へ 

2． 経営成績、財政状態、今後の見通し 「分析的記載を要請」を「概況の記載を要請」 

3． 経営方針 「開示を要請」を「開示は任意」 

4． 連結財務諸表の主な注記 

継続企業の前提に関する注記 

会計方針の変更 

セグメント情報 

1株当たり情報 

以上について、「開示を要請」から「投資者の判断を誤らせるおそれがない場合には開示不

要」 

 

5． 上記以外の注記事項 

個別財務諸表及び注記事項 

利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

事業等のリスク 

企業集団の状況 

役員の異動 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

経営管理上、重要な指標 

生産・受注及び販売の状況 

設備投資・減価償却費・研究開発費の実績値、予想値 

主要な連結子会社の業績の概況など 

以上について「開示を要請」から「開示は任意」 

 

＊ただし、予想を「通期のみ」「個別財務諸表なし」は 17社に留まる 
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3. 

海外M&A が過去最高に 

 

2016年度の海外M&A（内 to外）が 10兆 9127億円（過去最高）に。 

件数も 627件と過去最高。 

 

主な大型案件 

＊ソフトバンクによる ARM（英国の半導体設計会社）買収 

＊アサヒグループHDによる欧州ビール事業買収 

＊損保ジャパン日本興亜による米国保険会社買収 

＊武田薬品による米国製薬会社買収 

 

4 

くるみん認定厳格化 

 

育児支援企業の認定、「くるみん認定」の要件に、男性社員の育休 7％以上取得、の新要件

が加わる。 

 

5. 

ヘッジファンド資金流出 

 

2016年度のヘッジファンド資金流出額は、2 月末までの 11 ヶ月で 6.7 兆円に。 

＊運用資金の膨張でパフォーマンスが悪化か。 

 

6. 

4月 7日 米国、シリア攻撃 

 

シリア、アサド政権による反体制派に対する化学兵器使用から 3 日後に、米国

は報復攻撃。 

株式市場は 1日下落するも、すぐに回復 

 

7.  

電子投票導入が進む 

 

株主総会における電子投票を認める企業が、1075社となった。 
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電子投票は、事前に会社が認めた方法により、原則として、株主総会の直前の

営業時間の終了時までに投票を行う。 

（会社法 312条 1項） 

ただし、会社側からそれ以前に電子投票の期限を定めている場合（通知発送日

から 2週間以降）は、その日までとなる。 

 

8.  

社外取締役報酬、年間平均 669万円 

 

社外取締役報酬額、平均 669万円、（100万円未満の企業は 5％） 

 

9.  

日産、女性管理職数、目標達成 

 

2017年 4月時点で、課長級以上の女性管理職が全体の 10％に到達。 

 

10. 

日本会計士協会、PｗCあらたを調査 

 

東芝の 2016年 4月～12月決算に対する意見府表明について、調査を行う。 

 

11． 

フランス大統領選、マクロン vsルペンに 

 

市場には安心感。 

マクロン氏の勝利が確定的に。 

 

【欧州関連銘柄】 

JVCケンウッド 

ソニー 

パナソニック 

電通 

アシックス 

北越紀州製紙 

カシオ 
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日本板硝子 

オリンパス 

コニカミノルタ 

 

12． 

ぴあ、サイバー攻撃により顧客情報流出 

 

32000件のクレジット情報も流出。 

ぴあ、250百万円、純利益を下方修正。 

 

13． 

有効求人倍率、1，45倍 26年ぶり水準 

 

有効求人倍率推移 

 

 

14． 

2016年末、有利子負債額過去最高 

 

資本金 10億以上の企業で 241兆 40百億円 

1998年末を上回る。 

 

 


