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各   位 
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問合せ先 事業管理部長 木下 礼一 
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当社の親会社 カシオ計算機株式会社 
代表者名 取締役社長 樫尾 和雄 

 （コード番号 6952 東証第一部） 
 

 

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ 
 

平成 20 年５月 16 日開催の取締役会において、当社は親会社であるカシオ計算機株式会社（以下、「カ
シオ計算機」という。）を割当先として、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて
決議し、カシオ計算機との間で第三者割当増資引受契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知
らせします。 
なお、当社の取締役会における利益相反を回避する観点から、当社の取締役７名のうち、カシオ計

算機の取締役社長、取締役副社長との兼務である取締役２名は、当社の取締役会の審議及び決議には
参加しておりません。また、同じく利益相反を回避する観点から、当社の社外監査役のうち、カシオ
計算機の従業員を兼務している社外監査役２名は、当社の取締役会の審議への意見表明をしておりま
せん。 

 

記 

 

発行要領 
（１）発行新株式数  普通株式 6,400 千株 
（２）発行価額   １株につき 金 540 円 
（３）発行価額の総額  3,456 百万円 
（４）資本組入額   1,728 百万円（１株につき 金 270 円） 
（５）募集又は割当方法  第三者割当の方法による。 
（６）申込期日   平成 20 年６月１日（日） 
（７）払込期日   平成 20 年６月１日（日） 
（８）新株券交付日 割当先から株券不所持の申し出を受ける予定であるため、新株券

は交付しない。 
（９）割当先及び割当株式数 カシオ計算機 6,400 千株 
（10）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
 

以 上 
 



 
ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資  

勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 
 2

１．募集の目的及び理由 

カシオ計算機は、「創造 貢献」を経営理念に掲げ、独創的な製品の開発を通じて社会に貢献する
ことを目指し、デジタルカメラ、時計、電子辞書、携帯電話などの戦略事業を強力に推進・展開し
てまいりました。また本格的な事業拡大に向け、高収益性の確立、新しい戦略事業の確立、財務体
質の強化及びＣＳＲ経営という４施策を推進するとともに、付加価値の高い独自製品やサービスを
提供し、創造性あふれる社会づくりに貢献すると共に企業価値の拡大を図っております。また、子
会社である当社に対しましては、抜本的施策を推進し早期に連結業績に貢献するベースを固めるべ
く事業戦略の構築を行ってまいりました。 
 
当社は、昭和 62 年の創業以来、独創的な“高密度実装デバイス”を提供することを通して、社

会に貢献することを経営の基本方針として、微細加工技術、精密結合技術を核に、半導体デバイス
分野及びＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレイ）分野における高密度実装技術の研究開発に取
り組み、事業を拡大してまいりました。 
平成 13 年８月には、当社自体が株式市場から機動的に資金を調達し、もって同社の企業価値を

高めるという観点から、日本証券業協会に株式店頭登録し株式公開をいたしました。平成 16 年 12
月には、公募増資及び株式売出しによる株式市場からの資金調達を行いました。 
 
 その後、損益面におきまして、ＢＵＭＰ事業は投資負担を吸収しながら収益性を維持してまいり
ましたが、これまで他社に先駆けて開発したＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）により優位性を有
し、安定的な収益を保ってまいりましたフィルムデバイス事業においては、液晶関連事業における
価格競争の激化、海外参入企業の増加、各社の設備投資競争による供給過剰等が重なり、平成 18
年度以降、売上高が減少するなか固定費が増加する厳しい事業運営を余儀なくされております。平
成 18 年度に対して平成 19 年度の売上は 1.4％減となり、また、単価については前年同期比ベース
で上半期 15％、下半期 18％の下落となっております。また、新工場（山梨事業所第五製造ライン）
の投資を行い数量規模による原価低減、並びに先端技術導入による高付加価値製品へのシフトを行
うことで、収益性の改善を計画しておりましたが、新技術の導入に伴い顧客によるプロセス評価に
時間を要するとともに、要求スペックの変更が度重なったことにより新工場の本格稼動が遅れ、投
資が先行する状況が続いたことにより減価償却費等の費用の増加を吸収できず、平成 19 年９月中
間期において、1,245 百万円の中間純損失を計上することとなりました。また、平成 20 年３月期に
おきましてもフィルムデバイス事業に係る製造設備の評価額について見直しを行い、減損損失等
8,147 百万円を計上する結果、同期末において約 31 億円の債務超過となりました。詳細に関しまし
ては、当社による平成 20 年５月１日公表の「平成 20 年３月期決算短信（非連結）」をご覧下さい。 
 
 フィルムデバイス事業につきましては、短期的には液晶関連市場の回復が見込めない上、液晶パ
ネルメーカー系列に位置する海外メーカーと対抗し受注獲得するには新技術へ対応するための設
備投資が継続して必要となります。それを実現することについては、当社単独での事業展開では、
資金調達、原価低減、価格競争、営業展開などの面から限界があり、また、顧客に対する総合的な
サービス体制の強化および安定的な供給体制の構築を図るために、他社との事業統合により投資負
担の軽減と経営基盤の強化を検討していく必要があるとの判断に至りました。 
 
このような経緯から、平成 20 年２月１日、日立電線株式会社（以下、「日立電線」といいます。）

との間でのフィルムデバイス事業の事業譲渡に関する基本合意書を締結し、事業譲渡に関する交渉
を行ってまいりました。その結果、当社におけるフィルムデバイス事業に関しましては、平成 20
年３月 28 日に、日立電線との間で事業譲渡契約を締結致しました。詳細に関しましては、カシオ
計算機による平成 20 年３月 28 日付プレスリリース「連結子会社における事業譲渡のお知らせ」及
び当社による平成 20 年３月 28 日付プレスリリース「フィルムデバイス事業の譲渡に関する最終合
意及び会社分割によるフィルムデバイス事業部門の分社化のお知らせ」をご覧下さい。 
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また、ＢＵＭＰ事業に関しましては、従来の主力事業であった金ＢＵＭＰの国内需要が激減する
中、当社の独自技術が活かせるＷ-ＣＳＰ・半田ＢＵＭＰの顧客開拓に注力し、ビジネスモデルの
転換を進めてまいりました。現在までのところ、この事業戦略は一定の効果を挙げておりますが、
主要顧客が世界的な半導体メーカー各社であり、製品・サービスの安定的な供給が求められるとと
もに、一部の製品においては試作段階から顧客と共同開発を進める必要が生じるなど、技術的な要
求はますます高度化・多様化しております。これらに対応するためには、研究開発の加速、生産能
力増強、営業体制強化などを図っていく必要があり、資金需要は増しておりますが、既述のとおり
債務超過に陥り、その制約により経営の選択肢は著しく狭まってしまいました。このため、ＢＵＭ
Ｐ・Ｗ-ＣＳＰ事業戦略の再構築を図り、財務体質及び経営体質を強化したうえで、金ＢＵＭＰか
ら高付加価値ジャンルでありますＷ-ＣＳＰ・半田ＢＵＭＰへ経営資源を迅速にシフトし、顧客か
ら要求される生産体制の整備、技術開発の推進を確実に行い競争力の強化を図ることを検討し
ております。 
 
以上のように当社を取り巻く状況が、平成 13 年に当社の株式を公開した時点から液晶関連業界

を中心にその事業環境は大きく変化し、大型液晶事業の大幅な拡大と同時に競争環境の激化は想定
以上のものがありました。当社はこれらの厳しい状況に対応すべく、あらゆる経営改革に関する可
能性についての検討を重ねてまいりました。具体的対策として、フィルムデバイス事業の競争激化
による減損処理等に伴い債務超過に陥ったことへの対応、今後のＷ-ＣＳＰ・半田ＢＵＭＰ事業へ
経営をシフトすることにより企業競争力の強化を図るための財務体質の強化に向け、カシオ計算機
が当社の実施する第三者割当増資（以下、「本増資」といいます。）を引受け、当社の財務体質の改
善及び経営基盤の安定化を図ること、及び、当社をカシオ計算機の完全子会社とする方針でありま
す。その結果、経営に関する意思決定の統一が図れ、前述の研究開発の加速、生産能力増強、営
業体制強化等の技術的な要求への迅速な対応、並びにＢＵＭＰ事業に関して顧客からの様々な
要求に確実に対応し、他社とのアライアンスも含めた抜本的な戦略展開を迅速且つ機動的に実行
する体制が整い、ＢＵＭＰ事業の事業価値の最大化、ひいてはカシオグループ全体の企業価値の最
大化を強力に推進することが可能になると判断しております。 
以上の事由により、当社及びカシオ計算機は、平成 20 年３月 28 日開催のそれぞれの取締役会に

おいて、本増資及び本株式交換を実施する方針を決定するとともに、両社の間で第三者割当増資引
受け及び株式交換に関する覚書を締結いたしました。その後、両社間において株式交換比率その他
諸条件に関して慎重な協議を重ねた結果、平成20年５月16日開催のそれぞれの取締役会において、
本増資の実施を決定するとともに、両社の間で第三者割当増資引受契約及び株式交換契約を締結い
たしました。 
なお、本株式交換における、株式交換比率の他の諸条件につきましては、当社及びカシオ計算機

による本日付プレスリリース「株式交換契約締結のお知らせ」をご覧下さい。 
 

２．調達する資金の額及び使途 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

約 35 億円 
 

（２）調達する資金の具体的な使途 

当該第三者割当増資の払込による調達資金（約 35 億円）は、全額関係会社借入金の返済に充
当する予定であります。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

平成 20 年６月２日以降、随時、関係会社借入金返済に充当する予定であります。 
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（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 
今回調達する資金を関係会社借入金返済に充当することにより、将来的な株主価値の向上に資

するものであり、合理性あるものと判断いたします。 
 
３．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近３年間の業績（単位：百万円） 

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 
売上高 25,135 20,946 20,650 
営業利益 2,021 △2,370 △3,416 
経常利益 2,013 △2,429 △3,701 
当期純利益 1,177 △2,583 △11,580 
１株当たり当期純利益（円） 80.88 △179.69 △805.51 
１株当たり配当金（円） 12.50 12.50 － 
１株当たり純資産（円） 794.01 601.81 △216.19 

 
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 
発行済株式数 14,377,000 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

81,000 株 0.56％ 

下限値の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

―株 ―％ 

上限値の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

―株 ―％ 

 
（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 
・第三者割当増資 
発行期日 平成 20 年６月１日 
今回の増加株式数 6,400,000 株 
調達資金の額 3,456 百万円 
募集時点における発行済株式数 14,377,000 株 
増資後発行済株式数 20,777,000 株 
割当先 カシオ計算機 

 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
   該当事項はありません。 
 
（５）最近の株価の状況 

平成 17 年３月期末 
（平成 17 年３月 31 日終値） 

2,200 円 

平成 18 年３月期末 
（平成 18 年３月 31 日終値） 

2,600 円 

平成 19 年３月期末 
（平成 19 年３月 30 日終値） 

889 円 

直近３か月の終値平均 
（平成 20 年２月 16 日～平成 20 年５月 15 日） 

475 円 
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（注） 平成 19 年３月 31 日は取引休業日であるため、前取引日である平成 19 年３月 30 日の株価
を終値として使用しております。 

 
４．大株主及び持株比率 

募集前（平成 20 年３月 31 日現在） 募集後（潜在株式未反映） 

カシオ計算機（株） 75.13％ カシオ計算機（株） 82.79％ 

カシオマイクロニクス従業員持株会 0.90％ カシオマイクロニクス従業員持株会 0.62％ 

資産管理サービス信託銀行（株） 
（金銭信託課税口） 

0.80％ 
資産管理サービス信託銀行（株） 
（金銭信託課税口） 

0.55％ 

（株）三井住友銀行 0.56％ （株）三井住友銀行 0.39％ 

樫尾 俊雄 0.56％ 樫尾 俊雄 0.39％ 

樫尾 和雄 0.56％ 樫尾 和雄 0.39％ 

樫尾 幸雄 0.56％ 樫尾 幸雄 0.39％ 

橋本 明浩 0.48％ 橋本 明浩 0.33％ 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 0.35％ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 0.24％ 
前野 重喜 0.35％ 前野 重喜 0.24％ 
樫尾 彰 0.35％ 樫尾 彰 0.24％ 
（注） 発行済株式数に対する割合であります。募集後の状況は平成 20 年３月 31 日現在の当社の 

株主名簿に基づき、本増資で増加する予定の株式数を加えたものです。 
 
５．業績への影響の見通し 

平成 21 年３月期の業績に与える影響はありません。 

 
６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

発行価額は、新株発行にかかる取締役会決議の日の前営業日である平成 20 年５月 15 日の株式
会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値 579 円を参考として、540 円（ディス
カウント率 6.7％）としました。ディスカウント率につきましては、当社財務状況、事業環境等
を考慮しつつ、割当先であるカシオ計算機と協議の上、決定いたしました。 
なお、この発行価額については、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指針」

に準拠するものと考えております。 
 
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本増資の規模は、本増資実施前の当社発行済株式数の 44.5％（本増資後の当社発行済株式数の
30.8％）であり、株式の希薄化が生じることとなります。しかしながら上述のとおり、本増資の
結果、当社の財務体質の改善及び経営基盤の安定化を図られること、及び本株式交換の実施によ
り当社がカシオ計算機の完全子会社となることで、両社の経営に関する意思決定の統一が図れ、 
ＢＵＭＰ事業に関して顧客からの様々な要求に確実に対応し、他社とのアライアンスも含めた
抜本的な戦略展開を迅速且つ機動的に実行する体制が整い、カシオグループ全体の企業価値の最
大化を強力に推進することが可能になると考えており、カシオ計算機を除く当社既存株主にとっ
て合理的なものと判断しております。 
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７．割当先の選定理由等 
（１）割当先の概要                         （平成 20 年３月 31 日現在） 
① 商号 カシオ計算機株式会社 

② 事業内容 
電卓、電子文具、時計などの個人向け情報機器、及びシステム機器、 
電子デバイスなどの開発、販売 

③ 設立年月日 昭和 32 年６月１日 
④ 本店所在地 東京都渋谷区本町一丁目６番２号 
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 樫尾 和雄 
⑥ 資本金の額 48,592 百万円 
⑦ 発行済株式数 279,021 千株 
⑧ 純資産 231,213 百万円（連結） 
⑨ 総資産 451,835 百万円（連結） 
⑩ 事業年度の末日 ３月 31 日 
⑪ 従業員数 13,202 名（連結） 

⑫ 主要取引先 
ＫＤＤＩ（株）、（株）ルネサス販売、富士通エレクトロニクス（株） 
その他 
日本トラスティ・サービス信託銀行（株） 9.71％ 

日本マスタートラスト信託銀行（株） 9.02％ 

資産管理サービス信託銀行（株） 5.23％ 

日本生命保険（相） 4.90％ 

（有）カシオブロス 3.58％ 

（株）三井住友銀行 2.43％ 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 1.82％ 

樫尾 俊雄 1.73％ 

三井住友海上火災保険（株） 1.48％ 

⑬ 
 
大株主及び持株比率 
 

住友信託銀行（株） 1.38％ 

⑭ 主要取引銀行 （株）三井住友銀行、（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 

資本関係 
カシオ計算機（株）は当社の発行済株式数の 75.13％ 

（平成 20 年５月 16 日現在）を保有しております。 

人的関係 

平成 20 年５月 16 日現在において、カシオ計算機（株）

から取締役２名及び非常勤監査役２名が派遣されており

ます。 

取引関係 

カシオ計算機（株）は、当社より製品の購入及び建物の

賃貸を受けており、一方、当社は、カシオ計算機（株）

より土地・建物の賃貸を受けております。 

⑮ 当社との関係等 

関連当事者へ
の該当状況 

当社はカシオ計算機（株）の連結子会社であり、関連当

事者に該当します。 



 
ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資  

勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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⑯ 最近３年間の業績 （連結） 
事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 
売上高 580,309 620,769 623,050 
営業利益 43,114 48,074 37,753 
経常利益 38,915 41,431 31,025 
当期純利益 23,745 25,147 12,188 
１株当たり当期純利益（円） 88.57 92.67 44.17 
１株当たり配当金（円） 20.00 23.00 23.00（予想） 
１株当たり純資産（円） 717.40 811.69 808.28 

（単位：百万円） 

 

 

（２）割当先を選定した理由 
当社は、「１．募集の目的及び理由」、並びに、当社及びカシオ計算機による本日付プレスリ
リース「株式交換契約締結のお知らせ」のとおり、カシオ計算機との間で、第三者割当増資引
受契約及び株式交換契約を締結いたしました。本増資の結果、当社の財務体質の改善及び経営
基盤の安定化を図られること、及び本株式交換の実施により当社がカシオ計算機の完全子会社
となることで、両社の経営に関する意思決定の統一が図れ、ＢＵＭＰ事業に関して顧客からの
様々な要求に確実に対応し、他社とのアライアンスも含めた抜本的な戦略展開を迅速且つ機
動的に実行する体制が整い、カシオグループ全体の企業価値の最大化を強力に推進することが
可能になると考えております。 

（注） 本割当は、日本証券業協会の会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありま
せん。 

 
（３）割当先の保有方針 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

以 上 

当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取決めはあ
りません。ただし、割当先との間において、新株式発行日（平成 20 年６月１日）から２年間
において、当該割当新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、当社に書面により
報告する旨の内諾を受けております。 


