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第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、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 

 
第三者割当による新株式発行 

 
１. 募集の目的及び理由 

当社は、液晶パネルやタッチパネル、有機ELの検査・製造装置を開発・製造・販売するFPD

（フラットパネルディスプレイ）事業を中心として、事業の拡大を図っております。 

現在、中国では「家電下郷」などの内需拡大策により液晶テレビの販売が急速に拡大して

おり、2009年～2010年にCRTテレビを逆転し、2012年には約8割が液晶テレビに置き換わると

いわれています。政府主導で液晶産業の育成に注力しており、中国の同産業は今後さらに拡

大していく見込みです。中国の液晶テレビ市場は、現在、大半のシェアを低価格路線の中国

現地企業が占めており、中国液晶メーカーへ多くの納入実績をあげている当社は、実績、技

術力、価格競争力をもって、一層の販売拡大を図っております。 

また、当社はFPD製造装置の技術を応用し、医療機器分野、太陽電池分野へも事業を展開

しております。医療機器分野では、X線CT やMRI で撮影した画像をフィルム出力せずモニ

ターで診断する画像診断装置の需要が拡大し、また、太陽電池分野は、低炭素社会の実現

に向けて市場の拡大が見込まれています。当社は、医療機器分野では既に2009年6月期に医

療関連装置を納入し、また、太陽電池分野においても、現在、多くの引合いを受けていま

す。 このような状況において、当社は今後の着実な成長に向けて十分な事業資金を確保す

ることを目的として増資を実施致します。  

今回の第三者割当増資の募集の総額をお引き受けいただく東神電気株式会社は、創立が

昭和 22 年と長い歴史をもち、架線金物やハイブリッド発電機（ソーラー発電・風力発電）

を販売し、本社は関西にあり、支店 2拠点、工場 3拠点を擁しています。取引先や金融機関
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に対する信頼も高く当社の信用向上につながるとともに、今後、業容拡大に向けた販売面に

おける協力体制の構築も視野に入れ、割当先として選定致しました。  

本増資が実施された場合には当社株式の希薄化が生じることになり、株主の皆様には大き

な影響を生じると考えられますが、当社の財務基盤を安定化し、事業の円滑な継続を確実な

ものとするためには、必要不可欠であると判断しております。 

 

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） 

    27,500,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

   上記の手取概算額 27,500,000 円の具体的な使途につきましては、FPD 事業の拡大に

伴って増加が見込まれる仕入品や装置機器に係る経常的な事業資金に充当していく予

定であります。  
 

（３）調達する資金の支出予定時期 

   平成 21 年 9 月より随時 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

   FPD 事業の拡大を推進するためには十分な事業資金を確保することが不可欠であり、

当社における重要な課題であることから、資金使途については合理性を有するものであ

ると判断しております。 

 

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：千円） 

事業年度の末日 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 

売上高 832,069 505,821 1,394,875 

営業利益 59,015 △199,813 129,682 

経常利益 39,067 △198,746 59,554 

当期純利益 22,475 △204,581 56,829 

１株当たり当期純利益（円） 678.82 △5,645.20 1,550.00 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産（円） 9,324.77 3,456.90 5,322.03 

 

（２）現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況 

種類 株式数 発行済株式総数に対する比率 

発行済株式総数 44,540 株 100.0％

現時点の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
4,110 株 9.2％

下限値の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－ －

上限値の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－ －
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（３）最近の株価の状況 

 ①最近３年間の状況                         （単位：円） 

 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 

始値 28,500 16,450 11,100

高値 28,900 28,500 14,300

安値 11,800 9,990 3,650

終値 16,250 11,100 12,100

 

 ②最近６か月間の状況                        （単位：円） 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

始値 10,500 9,960 10.870 9,910 11,550 11,680

高値 12,000 11,360 10,900 11,470 12,120 13,900

安値 9,800 9,960 9,300 9,500 9,800 11,600

終値 11,380 10,850 10,200 11,470 12,100 10,800

 

 ③発行決議日前営業日における株価 （単位：円） 

 平成 21 年８月 13 日現在 

始値 10,500

高値 10,500

安値 10,500

終値 10,500

※直近の売買成立日（平成 21 年８月 13 日）の株価を記載いたしました。 

 

（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８月 31 日 

資金調達の額 27,500,000 円（発行価格：10,500 円）（差引手取概算額）

募集時点における発行済株式総数 44,540 株 

当該増資における発行済株式総数 2,800 株 

募集後における発行済株式総数 47,340 株 

割当先及び割当株式数 東神電気株式会社     2,800 株 

 

（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 ・公募増資 

発行期日 平成 19 年 2月 13 日 

資金調達の額 147,250,000 円 

募集時点における発行済株式総数 31,240 株 

当該増資における発行済株式総数 5,000 株 

当初の資金使途 設備資金、運転資金及び借入金の返済に充当 

支出予定時期 平成 19 年２月以降随時 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い充当済み 
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・新株予約権行使 

発行期日 平成 20 年 11 月 21 日 

資金調達の額 5,000,000 円 

募集時点における発行済株式総数 36,240 株 

当該増資における発行済株式総数 36,740 株 

行使先 高橋 進 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 20 年 11 月以降随時 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い充当済み 

 

・新株予約権行使 

発行期日 平成 21 年６月 19 日 

資金調達の額 8,000,000 円 

募集時点における発行済株式総数 36,740 株 

当該増資における発行済株式総数 37,540 株 

行使先 那須 郁雄 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 21 年７月以降随時 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い充当済み 

 

 ・第三者割当増資 

発行期日 平成 21 年６月 26 日 

資金調達の額 68,000,000 円（発行価格：10,000 円）（差引手取概算額）

募集時点における発行済株式総数 37,540 株 

当該増資における発行済株式総数 7,000 株 

募集後における発行済株式総数 44,540 株 

グロースファンド 10 号     5,000 株 
割当先及び割当株式数 

スリープログループ株式会社   2,000 株 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 21 年７月以降随時 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い充当済み 
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４．大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 21 年６月 30 日現在） 募集後 

グロースファンド 10 号        17.96％ グロースファンド 10 号        16.89％ 

株式会社イチヤ            6.73％ 株式会社イチヤ            6.33％ 

ＦＰ・Ｌ－２号投資事業組合      4.71％ 東神電気株式会社           5.91％ 

株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス  4.49％ ＦＰ・Ｌ－２号投資事業組合      4.43％ 

グロースファンド１号         4.49％ 株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス  4.22％ 

スリープログループ株式会社      4.49％ グロースファンド１号         4.22％ 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 3.81％ スリープログループ株式会社      4.22％ 

岡本 和久              3.36％ ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 3.59％ 

那須 郁雄                 3.33％ 岡本 和久                 3.16％ 

ＭＳ投資事業組合３号         2.24％ 那須 郁雄              3.14％ 

岡本 真央              2.24％ ＭＳ投資事業組合３号          2.11％ 

ＭＳ投資事業組合２号         1.80％ 岡本 真央              2.11％ 

 

 

５．業績への影響の見通し 

今回の第三者割当増資が当社平成 22 年 6 月期の業績に与える影響は軽微であります。平成 21
年 9 月以降の業績への具体的な影響は確定次第お知らせいたします。 
 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

発行価額は、当該増資に係る直近 3 ヶ月間（平成 21 年５月 14 日から平成 21 年８月 13 
日まで）の普通株式（終値）の平均値である 11,278.92 円を参考として 10,500 円（ディス

カウント率 6.9％）といたしました。なお、第三者機関による意見は取得しておりません。  
直近３ヶ月といたしましたのは、売買出来高水準、当社株式の株価の推移、資金調達の重

要性等を勘案し、割当先と協議のうえ、昨今の不安定な株式市況を考慮し、取締役会決議日

の直前取引日の終値に比べて一定期間の平均株価という平準化された値を参考とする方が

算定根拠として客観性が高く合理的と判断したためであります。  
 

（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り、現在の当社の発行済株式総数の6.2％の割合で希薄化が生 

じます。しかしながら、当該資金調達により今後の事業展開を円滑に進めることが可能にな

ること、また、自己資本比率の改善により事業基盤が強固となり、当社の企業価値の向上に

つながるため発行数量と希薄化規模は合理的であると判断いたしております。 
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７．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

①商号 東神電気株式会社  

②事業内容 架線金物卸売業 

③設立年月日 昭和 22 年 8月 

④本店所在地 大阪府大阪市淀川区新高一丁目３番８号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役 寺岡 龍彦 

⑥資本金 150 百万円 

⑦発行済株式総数 3 百万株 

⑧純資産 8,480 百万円 

⑨総資産 11,228 百万円 

⑩決算期 3 月 31 日 

⑪従業員数 300 人  

⑫主要取引先 東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 北海

道電力株式会社 東北電力株式会社 東京電力株式会社

中部電力株式会社 北陸電力株式会社 関西電力株式会社

中国電力株式会社 四国電力株式会社 九州電力株式会社

JR 各社 通信事業者各社 通信資材各社 私鉄各社等 

⑬大株主及び持株比率 寺岡龍彦 13.8% ㈲寺岡興産 13.6% （財）東神育英奨学

会 5.7% 寺岡龍朗 5.2% 小寺新吉 4.8% 

⑭主要取引銀行 三菱東京 UFJ 銀行 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑮上場会社と割当先の関係等 

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 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

売上高 8,616 8,362 7,531

営業利益 232 226 183

経常利益 599 424 268

当期純利益 368 218 157

１株当たり当期純利益（円） 122 72 52

１株当たり配当金（円） 10 10 10

１株当たり純資産（円） 2,731 2,794 2,826

（注）１.割当予定先の内容の欄は平成 21 年７月 31 日現在におけるものであります。 

   ２.当社との関係の欄は平成 21 年７月 31 日現在におけるものであります。 

   

（２）割当先を選定した理由 

今回の第三者割当増資の募集の総額をお引き受けいただく東神電気株式会社は、創立が昭

和 22 年と長い歴史をもち、架線金物やハイブリッド発電機（ソーラー発電・風力発電）を

販売し、本社は関西にあり、支店 2拠点、工場 3拠点を擁しています。取引先や金融機関に

対する信頼も高く当社の信用向上につながるとともに、今後、業容拡大に向けた販売面にお
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ける協力体制の構築も視野に入れ、割当先として選定致しました。 

また、東神電気株式会社は資金も潤沢であり、必要な資金を自己資金で確保する旨の報告

を受けております。 

なお、当該割当先におきましては、信用調査機関等の資料を通じて、当該割当先が反社会

的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを確認しており、また将来におき

ましても同関係を有しないことを確認いたしております。  
 

（３）割当先の保有方針  
割当先からは、当社株式を長期保有する旨の方針を確認いたしております。また、新株式

発行日から６ヶ月間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ち

に当社へ報告する旨の確認を得ております。 
 

以上 
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（別添）発行要領 
 

（１）発行新株式数        普通株式    2,800 株 
（２）発行価額          １株につき金  10,500 円 
（３）発行価額の総額             29,400,000 円 
（４）資本組入額         １株につき金  5,250 円 
（５）募集又は割当方法      第三者割当の方法による 
（６）割当先及び割当株式数    東神電気株式会社  2,800 株 
（７）申込期日          平成 21 年 8 月 30 日（日） 
（８）払込期日          平成 21 年 8 月 31 日（月） 
 


