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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 
 
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり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いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．募集の目的及び理由 

当社は、「バイオマスニッポン総合戦略」に基づくバイオマスリサイクル事業の拡大に注力し、

食品リサイクル施設並びにバイオマスガス化発電施設等、リサイクル施設の拡充を図るとともに、

廃食油トライアルテストの取り組みに参画し、将来の事業拡大に向けた取り組みを進めておりま

す。しかしながら、昨今の建設不況及び急速な景気減速により、当社を取り巻く経営環境は一層

厳しいものとなってきており、財務体質の改善が急務となっております。 
このような状況下において当社は、借入金返済資金及び運転資金を確保し、自己資本の増強に

より財務基盤を強化するため、当社食品系リサイクル事業の取引先で、廃棄物収集運搬を営んで

おります、エスシーエス株式会社に対する第三者割当増資を決議しました。 
本日これらの資金需要への対応を目的に、エスシーエス株式会社より、54百万円の新規借入（年

率３％）を実行しており、本件増資の払込財産には当該借入金のうち24百万円が充当される予定

です。 
当社では施設の安定的な稼働と収益確保を目指し、現在の保有施設及び今後の計画施設におけ

る受注拡大に向けた営業力の強化と効率的な収集運搬体制の構築が必要であり、当社グループと

割当先において相互に補完することにより、中期的な企業価値の向上を目的として、第三者割当

による新株式の募集を行うものです。これにより、営業及び収集運搬体制の強化と自己資本の充

実を図ることになります。 
 
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） 

貸付債権の現物出資の方法によるため、手取金はありません。但し、当社はエスシーエス

株式会社より新規借入よって54百万円を調達しており、このうち24百万円が現物出資により

本件増資の払込に充当される見込みです。 
（２）調達する資金の具体的な使途 

運転資金に20百万円を充当し、食品リサイクル事業の拡充に向けた試験調査費に残額を充

当する予定です。 



（３）調達する資金の支出予定時期 
前記のとおり、資金の調達はありませんが、借入金の支出予定時期は運転資金としての20

百万円を平成21年３月、残額を試験研究調査費用として平成21年４月の支出を予定しており

ます。 
（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 
     前記「（２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、短期的な資金繰りの安定化

のため必要不可欠な増資であるとともに食品リサイクル事業の拡大に向けた飼料化事業の

拡充を検討しております。現在、食品リサイクル事業において乾燥飼料の製造販売を行って

おりますが、加工コストの削減と今後の拡充に向け、リキッドフィード（液状化の再生飼料）

による養豚事業を計画しております。今回の増資資金の一部によりリキッドフィードの生産

と肥育試験を行うことにより、改正食品リサイクル法に対応したモデル事業の構築を目指し

ております。今回の増資資金をこれらの食品リサイクル事業の拡充に向けた試験調査費用に

充当することは、バイオマスリサイクル事業の拡充とともに当社の企業価値の向上に繋がり、

さらには株主価値を増大するため、合理性があるものと判断いたしました。 
 
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（連結）                    （単位：百万円） 

決 算 期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

売 上 高 1,760 1,708 1,612 

営 業 利 益 161 65 △13 

経 常 利 益 （ △ 損 失 ） 96 △23 △107 

当 期 純 利 益 （ △ 損 失 ） 49 △3 △141 

１株当たり当期純利益（円） 509.72 △39.38 △1,455.02 

１株当たり配当金（円） 100 100 ― 

１株当たり純資産（円） 10,535.35 10,399.32 8,809.59 
 
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成21年３月19日現在） 

当社はストックオプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づく新株予約権を発行しております。 
種  類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 97,500株 100％ 
現時点の行使価額にお

ける潜在株式数 
16,000株 16.4％ 

 
（３）最近の株価の状況 
① 最近３年間の状況 
 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

始値 29,000 18,500 11,700 

高値 33,000 18,500 14,500 

安値 16,000 9,900 6,350 

終値 18,800 11,500 6,350 
 



② 最近６ヶ月間の状況 
 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

始値 6,500 5,000 1,700 2,095 2,200 1,961 

高値 6,500 5,000 2,800 2,275 2,320 2,250 

安値 5,000 1,500 1,501 1,930 1,960 1,961 

終値 5,000 1,690 2,055 2,100 1,961 2,000 
 

③ 発行決議日前日における株価 
 平成21年３月18日現在 

始値 2,140円 

高値 2,140円 

安値 2,060円 

終値 2,060円 
 
（４）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21年４月７日 

調達資金の額 24,000,000円（発行価額：2,000円）（注） 

募集時点における発行済株式数 97,500株（平成21年３月19日現在） 

当該増資による発行株式数 12,000株 

募集後における発行済株式総数 109,500株 

割当先 エスシーエス株式会社 
    （注）本件増資は貸付債権の現物出資の方法によるため、資金の調達はなく、払込金額の総

額である24,000,000円の当社有利子負債が減少することになります。 
 
（５）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。 
 
４．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成20年12月31日現在） 募集後 

桑原 光雄          14.87％ 桑原 光雄          13.24％ 

小林 直人           5.64％ エスシーエス株式会社     10.96％ 

上竹 智久           5.64％ 小林 直人           5.02％ 

桑原 隆命           5.12％ 上竹 智久            5.02％ 

上竹 智子           5.12％ 桑原 隆命           4.57％ 

小林 美子           5.12％ 上竹 智子           4.57％ 

桑原 浩文           5.12％ 小林 美子           4.57％ 

桑原 重善           4.61％ 桑原 浩文           4.57％ 

株式会社ザイエンス       4.10％ 桑原 重善           4.11％ 

常磐建設株式会社        3.07％ 株式会社ザイエンス       3.65％ 
 



 
５．今後の見通し 
  今回の第三者割当増資による当社の平成21年６月期の業績への影響は軽微であります。 
 
６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

発行価額については、本件増資にかかる取締役決議の直近３ヶ月（平成20年12月18日から

平成21年３月18日）の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取

引の終値平均2,084円を参考として、2,000円（４％のディスカウント）といたしました。 
また前日（平成21年３月18日）終値2,060円と比較して2.9％のディスカウントとなります。 
ディスカウント率については、本件増資にかかる発行株式数と近年の株式市場が不安定に

推移している状況による相場変動の可能性を総合的に考慮して決定したものであります。 
（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 

今回の第三者割当増資によって、当社発行済株式数は12,000株（当該増資後発行済株式数

に対する割合10.96％）増加します。株式の希薄化は生じますが、当社の事業成長に直接結

びつく、相乗効果を見込んでおり、今後の企業価値の増大に寄与するものと考えており、中

期的な企業価値の向上が見込まれるものと判断しております。当該発行数量は合理的な水準

と考えております。 
 
７．割当先の選定理由等 
（１）割当先の概要 

① 商号 エスシーエス株式会社 

② 事業内容 廃棄物収集運搬業・建物総合清掃業 

③ 設立年月日 昭和52年７月５日 

④ 本店所在地 埼玉県草加市青柳二丁目１９番１０号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役 野崎 友義 

⑥ 資本金 5,000万円 

⑦ 発行済株式数 20,000株 

⑧ 純資産 362百万円 

⑨ 総資産 1,015百万円 

⑩ 決算期 ６月30日 

⑪ 従業員数 170名 

⑫ 主要取引先 フジパン株式会社､株式会社ミツハシ､ポラス株式会社 

⑬ 大株主及び持株比率 野崎 友義（97.5.%）、野崎 恒代（2.5％） 

⑭ 主要取引銀行 みずほ銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行 

⑮ 上場会社と割当先の関係等 

a.資本関係 該当事項はありません。 

b.取引関係 当社食品リサイクル事業の取引先 

c.人的関係 該当事項はありません。 



d.関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

⑯ 最近３年間の業績  

事業年度の末日 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

売上高  2,157百万円 2,276百万円 2,485百万円 

営業利益  52百万円 76百万円 132百万円 

経常利益  58百万円 81百万円 134百万円 

当期純利益  33百万円 42百万円 74百万円 

１株当たり当期純利益（円）  1,683.14 2,110.79 3,731.03 

１株当たり配当金（円）  － － － 

１株当たり純資産（円）  12,261.77 14,372.55 18,103.58 

 
（２）割当先を選定した理由 

エスシーエス株式会社は、埼玉県を中心に一般及び産業廃棄物の収集運搬、ビルメンテナ

ンス、下水道のメンテナンス等の事業を幅広く行っており、取引先は官公庁、スーパー、飲

食店、建設会社等幅広い業種において多くの取引先を有しております。また当社グループで

不足しております、効率的な営業体制及び収集運搬体制を構築しており、当社の廃棄物受注

活動との補完、相乗効果が期待できます。エスシーエス株式会社とは取引先の開拓と受入数

量の増大によりリサイクル事業の推進と拡大に向けた業務提携に係る契約を平成21年３月

31日に締結するとともに取締役の受入を行う予定であります。 
（３）割当先の保有方針 

当社は、エスシーエス株式会社との間において、当社株式の所有について中長期保有を前

提とする意向であることを確認しており、割当を受けた日から２年間において当該新株式の

全部又は一部を譲渡する場合は、事前に譲渡を受ける者の氏名又は名称及び住所、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て報告することの内諾を

受けております。 



 
（別添）新株式発行要項 
１．発行新株式数 

普通株式12,000株 
２．発行価額 

１株につき 金2,000円 
３．発行価額の総額 
24,000,000円 

４．出資財産の内容及び価額 
出資の目的は、金銭以外の財産とし、割当先たるエスシーエス株式会社が当社に対して有する

24,000,000 円の短期貸付債権とします。 
５．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

資本金   １株につき金1,000円  総額 金12,000,000円 
資本準備金 １株につき金1,000円  総額 金12,000,000円 

６．募集又は割当方法 
現物出資による第三者割当の方法によります。 

７．申込期間 
平成21年４月７日 

８．上記第４項に記載した財産の給付の期日 
平成21年４月７日 

９．割当先及び割当株式数 
エスシーエス株式会社 12,000株 

10．その他 
上記新株式発行に関するその他の事項については、当社代表取締役社長に一任とします。 
 

以 上 
 


