
 

平成  21  年  9  月  14 日 
各      位 
 

会 社 名  株式会社塩見ホールディングス 
代表者名  代表取締役社長 塩見 信孝 
（コード  2414  大証第二部） 
問合せ先  総務部長    佐藤 邦治             
（ TEL.082－568－8128 ） 

 
 

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９月１４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

る新株式の発行を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１． 第三者割当により発行される新株式の発行の目的 

当社グループは、前期より金融市場の信用収縮、公共投資の減少傾向、建設関連投資の減少、

熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準法による設計業務の長期化等と

いった当社グループの事業を取り巻く環境が非常に厳しいものとなっております。 

これにより前期においては売上高の大幅な減少、それに伴う多額の営業損失及び経常損失を計

上し、また貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失も多額に計上することとな

り、当社の純資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に

付与されている財務制限条項に抵触しております。また一部の金融機関の借入等に関しましても

期限の利益を喪失した状態となっております。当期においても経済状況、事業環境の早期の改善

は望めるようなものでなく、当社グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループはこの状況を解消するために組織再編を行うこととし、市場環境の変化に対応で

きる組織編成と経営資源の戦略的シフトという基本方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の

売却、不採算会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管費削減、遊休不動産等の売却

等、並びに金融機関等への支援要請によって、財務体質の改善と経営資源の効率化を図り、経営

の安定化を目指してまいりました。 

この結果、当社の連結子会社は２３社から７社まで減少させ、今後も主要取引金融機関との交

渉を踏まえ、組織再編に取り組むと共に、さらに保有不動産の売却及び貸付金の回収を推進する

ことで、早期に当社の財務体質の改善と経営資源の効率化による安定した経営基盤の再構築を達

成するべく努力してまいります。 

しかしながら、当期の事業状況及び上記施策の進捗状況から当期中に債務超過に陥る可能性も

あり、早急に資本強化の必要性が生じております。加えて当社の資金計画上においても借入金返

済資金、運転資金が要する状況であり、事業資金の確保は当社にとって急務であります。 
よって当社の現状と今後の計画につき理解が得られ、かつ事業面においても様々な形で協力が

得られる方々を対象とした第三者割当による新株式の発行による資金調達を実施するものであり

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） 

278,800,000円 
 

（２）調達する資金の具体的な使途 
①借入金返済のための費用として212,600千円 

直近では平成21年8月13日に発表しました「平成22年3月期 第一四半期決算短信」の P.4定性

的情報・財務諸表等 4.その他 (4)継続企業の前提に関する重要事項等や、 平成21年8月14日に

関東財務局に提出した「第6期第一四半期報告書」のP.5 第一部【企業情報】第2【事業の状況】

4【財務状態、経営成績及びキャッシュフロ－の状況の分析】（3）業務上及び財務上の対処すべ

き課題 にもありますとおり、前会計年度末の純資産額が480百万円となった結果、金融機関各

社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制限条項に抵触しており、一部の金融

機関の借入等に対して期限の利益を喪失しております。 

当社は、平成21年7月末時点において金融機関28行より合計6,106百万円の借入を行っておりま

す。また、金融機関からの新規借入が困難な事から、複数の取引先より合計8,703百万円の借入

を行っております。 

昨年、平成20年10月からの資金繰りの悪化により、取引先に対し当社の経営状態をご理解いた

だき、支払いの猶予を受けてまいりました。今後の返済計画につきましては、借入先との交渉で

調整・決定してまいりますが、一部の取引先からの借入については、手形貸付による借入を行っ

ており、現在の資金難の状況では当月9月末日の返済期日までに資金が準備できない状況となっ

ていることから、増資で調達する資金の内212,600千円を返済にあてることといたします。 

 

②当社の運転資金として66,200千円 

 運転資金の具体的内容に関しましては、現在進めている固定資産の売却に時間がかかっている

ために、従業員給与に約10,000千円、上場維持及び監査法人等の業務委託費に約56,200千円使用

予定であります。 

 
（３）調達する資金の支出予定時期 

①借入金返済は本株式発行による調達時に212,600千円の支出を予定しております。 

②当社の運転資金については期間として６ヵ月を予定しております。 

なお、調達する資金は、支出するまでの期間、銀行預金にて管理する予定であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 
当社グループが現在の厳しい経営環境の下で当社が進めております経営基盤の再構築を達成

するためには、まず早期に債務超過に陥る可能性もある財務基盤の強化を図ることが必要であ

り、加えて当社の現状の資金計画においても資金需要の観点からも早急に運転資金の調達が必

要であります。当社が現状を打破し、着実に企業基盤を確立させ、業績回復を果たして企業価

値を向上させるためには上記の通りに財務体質強化とキャッシュフロー改善は不可欠であり、

かつ現在の最優先課題でもあり、よって当社と致しましては、この度調達した資金に関する資

金使途としては極めて合理的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（連結）（単位：千円） 

決 算 期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 
売 上 高 35,175,745 36,965,379 26,660,054 
営 業 利 益 631,314 745,358 △1,347,859 
経 常 利 益  744,674 594,075 △1,787,173 
当 期 純 利 益   1,089,127 211,774   △5,939,835 
１株当たり当期純利益（円） 50.73円 7.76円 △217.78円 
１株当たり配当金（円） 14.00円 12.00円 0.00円 
１株当たり純資産（円） 250.47円 243.59円 15.95円 

 
（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 27,276,701株 １００％ 

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－株 －％ 

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 21年 9月 29日 
調 達 資 金 の 額 298,800,000円（発行価額：18円） 
募集時における発行済株式数 27,276,701株 

当該増資による発行株式数 16,600,000株 

募集後における発行済株式総数 43,176,701株 

割 当 先 
日新住建株式会社、江草吉成、大橋清孝、株式会社

電音メディアコンテンツ、株式会社メディリンク、

株式会社東京スコットマネジメント 



現時点における充当 状況 借入金の返済及び運転資金 
 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
第 1回新株予約権（第三者割当） 
発 行 期 日 平成 18年 3月 20日 
調達資金の額 16億 7千万円（差引手取概算額、当初行使価額：1株当り 470円） 
募集時における

発行済株式数 
16,876,701株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
5,000,000株 

募集後における

発行済株式総数 
21,876,701株 

当初の資金使途 運転資金及びＭ＆Ａ資金 

支出予定時期 平成 18年 3月 20日より随時 

現時点における 
充当状況 

運転資金及びＭ＆Ａ資金に充当済 

  
 第 2回新株予約権（第三者割当） 
発 行 期 日 平成 18年 12 月 7日 
調達資金の額 15億 9千万円（差引手取概算額、当初行使価額：1株当り 354円） 
募集時点におけ

る発行済株式数 
21,876,701株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
5,400,000株 

募集後における

発行済株式総数 
27,276,701株 

当初の資金使途 運転資金、投資事業及び借入金返済 
支出予定時期 平成 18年 12月 8日より随時 
現時点における 
充当状況 

運転資金、投資事業及び借入金返済に充当済 

 
（５）最近の株価の状況 
 ①最近 3年間の状況 

 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

始  値 411 342 262 

高  値 414 406 262 

安  値 293 248 8 

終  値 342 267 10 

  
 



 
 
②最近 6ヶ月の状況 

 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

始  値 11 10 15 20 20 17 

高  値 18 28 25 22 22 21 

安  値 8 10 15 18 15 16 

終  値 10 16 25 20 17 19 

 
③発行決議前日における株価 

 平成 21年 9月 11日現在 
始  値 40 

高  値 47 

安  値 33 

終  値 34 
 
 
４．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 21年 3月 31日現在） 募集後（新株式の第三者割当後） 

株式会社SFCG 32.06% 株式会社SFCG 19.94% 

塩見 信孝 10.33% 大橋 清孝 12.76% 

塩見 しんゆう会 3.4% 江草 吉成 9.12% 

藤原 正友 2.31% 株式会社電音メディアコンテンツ 4.56% 

平元 義明 1.82%  株式会社メディリンク 4.56% 

難波 清孝 1.28% 株式会社東京スコットマネジメント 4.56% 

佐々木 秀吉  1.13% 塩見 信孝 2.56% 

エイチエスビーシー バンクビー

エルシー クライアンツ ノンタッ

クス トリーティ 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店カストディ業務部） 

1.10% 日新住建株式会社 2.28% 

田地井 信行 0.98% 藤原 正友 1.44% 

久藤 志津香 0.59% 平元 義明 1.13% 

（注）増資後の持株比率は、平成 21年 3月 31日現在の株主名簿上の株式数に、本件増資で増加
する株式数を加算して求めたものであります。又、募集後の当社代表取締役塩見信孝の所

有割合は平成 21年 4月 28日に同氏が中国財務局に提出した大量保有の変更報告書に基い
て記載しております。 

 
 
 
 



 
５．業績への影響の見通し 

当該第三者割当による新株式発行によって調達する資金は前記の通り、当社の財務体質改善及

び事業運転資金のために充当する予定と致しておりますが、現時点において本件が当期の連結業

績へ与える影響は軽微であると考えております。なお、本第三者割当による新株式の発行が当期

の連結業績に影響を与えることが見込まれる場合には速やかに開示いたします。 

 

６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

第三者割当による新株式の発行価額について 

発行価格については、当社の業績動向、昨今の動向を踏まえ、本件増資による当該新株式発

行を決議した取締役会の前営業日から遡る３ヶ月（平成21年6月12日から平成21年9月11

日）の大阪証券取引所市場第二部における当社終値の単純平均値19.14円を基準として、18円

（ディスカウント率5.95％）としました。 

日本証券業協会がリリースしている「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成 18 年 5
月 1日）によると、「発行価額は、当該増資に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日におけ
る売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額）に０．９を乗じた額以上の

価額であること。ただし、直近日又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、当該決

議の日から発行価額を決定するために適当な期間（最長６ヶ月）をさかのぼった日から当該決

議の直前日までの間の平均の価額に０．９を乗じた額以上の価額とすることができる。」とあり

ます。 
当社の過去の株式の売買出来高水準は６月 583,764 株、7 月 340,664 株、８月 164,729 株 3
ヶ月平均 336,103 株に対し、9 月平均出来高 5,331,080 株であったこと、また平均株価終値は
の６月 20.00円、7月 17.86円、８月 17.57円、３ヶ月平均 18.00円に対し 9月株価平均 26.00
円で推移しており、直近の当社株式の売買出来高水準、株価推移、及び昨今の株式市場の価格

変動を勘案すると、当社の株価は、市場価格が企業の客観的価値よりはるかに高騰し、かつそ

の現象が一時的なものであると考えております。これは、日本証券業協会の「第三者割当増資

の取扱いに関する指針」の但し書きに従い、発行価額を当該決議の日から発行価額を決定する

ために適当な期間（最長６ヶ月）をさかのぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価

額に０．９を乗じた額以上の価額としても法的合理性を欠くとはいえないと考えます。 
一定期間の終値平均とする方法は、算定根拠として客観性が高く合理的なものであり、日本

証券業協会の但し書きを準用し発行価格を設定することは、「特に有利な金額」に該当しないと

考えて不合理ではないという弁護士からの意見書をいただいた上で決定しております。 

 

 
 



（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 
今回の第三者割当による新株式の発行数は現在の発行済株式数27,276,701株に対して

16,600,000株増加し60.85％の希薄化を招くことになります。これは当社普通株式の流通市場に

与える影響と致しましては、株価の下落の可能性を否定できません。 

しかしながら、現在の厳しい経済情勢の中で上場企業としての責務である、業績の早期回復

及び安定的な事業基盤の確立を図るためには、特に当社株式の上場維持に関わる債務超過を回

避することは当社の株主の方々の利益を考慮した場合には必要不可欠であると判断いたして

おります。 

加えて前期から取り組んで参りました組織改編と経営資源の集中により当社の企業価値を

向上させるためにも今回の資金調達は不可欠であるとの判断でもあります。 

そうした中で、今般の割当先である皆様方には当社の現状と事業計画を充分にご理解いただ

き、当社の経営基盤安定の実現に関しご賛同いただく機会を得ることができたことにより、今

回の発行が実現する運びとなっております。この度の第三者割当による新株発行により調達し

た資金により、財務基盤強化とキャッシュフロー改善は当然の事ながら当社の企業としての価

値を向上させるものである事は言うまでもありません。よって現在の当社の状況下では、資金

調達に関して最良の選択肢であると考えております。 

従いまして、今回の発行数量および希薄化を考慮いたしましても、その希薄化によるデメリ

ットを上回る大きな効果が期待できると考えており、ひいては、既存株主の皆様にも安定した

事業基盤確立による企業価値の向上による効果をもたらすものと判断しております。 

上記の理由により、今回の発行数量および希薄化に関しましては、充分に合理的な規模での

発行であると考えております。 

 
 
７．割当先の選定理由 
（１）割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 日新住建株式会社 

割当株数 1,000,000株 

払込金額 18,000,000円 

住所 大阪市港区港晴四丁目１番２号 

代表者の氏名 代表取締役 新鞍 芳男 

資本金の額 １,０００万円 

事業の内容 建設業・不動産業他 割当予定先 

の内容 大株主及び持株比率 新鞍 芳男 20.0％ 

新鞍 泰宏 30.0％ 

新鞍 哲也 30.0％ 

新鞍 智子 20.0％ 

当社が保有している割当予定

先の株式の数 
該当事項はありません。 

出資 

関係 割当予定先が保有している当

社の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との 

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 



割当予定先の氏名又は名称 江草 吉成 

割当株数 4,000,000株 

払込金額 72,000,000円 

住所 鎌倉市浄明寺 割当予定

先の内容 現在の役職 パートナーズインベストサービス株式会社 代表取締役 

当社が保有している割当予定先

の株式の数 
該当事項はありません。 

出 資 関

係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
割当予定先の氏名又は名称 大橋 清孝 

割当株数 5,600,000株 

払込金額 100,800,000円 

住所 大阪市東成区 
割当予定

先の内容 現在の役職 
㈱大阪岡本産業 代表取締役 

日本鉄盤㈱ 代表取締役 

当社が保有している割当予定先

の株式の数 
該当事項はありません。 

出資 

関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
割当予定先の氏名又は名称 株式会社電音メディアコンテンツ 

割当株数 2,000,000株 

払込金額 36,000,000円 

住所 大阪市中央区東心斎橋一丁目１１番１３号 

代表者の氏名 代表取締役 野口 元  

資本金の額 １，３００万円 

事業の内容 コンピューターソフトウエアの開発及び販売他 

割当予定

先の内容 

大株主及び持株比率 永田 隆茂 100.0％ 

当社が保有している割当予定先

の株式の数 
該当事項はありません。 

出資 

関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

  



割当予定先の氏名又は名称 株式会社東京スコットマネジメント 

割当株数 2,000,000株 

払込金額 36,000,000円 

住所 東京都中央区日本橋富沢町７番２号 

代表者の氏名 代表取締役 堀 篤 

資本金の額 １，０００万円 

事業の内容 経営コンサルタント 割当予定先 

の内容 

大株主及び持株比率 

堀  篤  30.0％ 

坪井 晋一 30.0％ 

石塚 和美 20.0％ 

角田 政治 20.0％ 

当社が保有している割当予定

先の株式の数 
該当事項はありません。 

出資関係
割当予定先が保有している当

社の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との 

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
 
 
 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社メディリンク 

割当株数 2,000,000株 

払込金額 36,000,000円 

住所 愛知県豊田市扶桑町五丁目８番地 

代表者の氏名 代表取締役 吉田 清示 

資本金の額 １億３，３００万円 

事業の内容 医療機器の製造、販売 

割当予定先 

の内容 

大株主及び持株比率 
吉田 清示 50.0％  

吉田 光子 25.0％ 

当社が保有している割当予定

先の株式の数 
該当事項はありません。 

出資関係
割当予定先が保有している当

社の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との 

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
 



（２）割当先を選定した理由 
当社は前期より取り組んでまいりました組織改編及び経営資源のシフト化による経営基盤の

再構築の途上にあります。当社は現在、取引金融機関との間で借入金の一部につき期限の利益を

喪失しているものがあり、現在新規に資金借入を行なえる状況にありません。よって、所要事業

運転資金及び借入金の返済のための資金は、当社の現状及び事業計画につきご理解・賛同いただ

いた方々を対象とした第三者割当による新株式の発行による資金調達で実施する以外の選択肢は

非常に限られております。 

今回の割当予定先選定にあたり、上記の事項を理解して頂ける割当先を証券会社やコンサルテ

ィング業者を通じて探しましたが、その中で当社取締役の知人を通して日新住建株式会社、江草 
吉成氏、大橋 清孝氏、株式会社電音メディアコンテンツ、株式会社東京スコットマネジメント お
よび、株式会社メディリンクの紹介を受けました。 

日新住建株式会社、江草 吉成氏、大橋 清孝氏、株式会社電音メディアコンテンツ、株式会社
東京スコットマネジメントおよび、株式会社メディリンクは、当社が直面している資金面での事

情や、当社の今後の事業戦略に対してもご理解いただいており、払込期日における払込について

も了解をいただけたということで、日新住建株式会社、江草 吉成氏、大橋 清孝氏、株式会社電
音メディアコンテンツ、株式会社東京スコットマネジメント および、株式会社メディリンクを割
当予定先に選定いたしました。 

また、引受予定先及び引受予定先の株主の方々に関しての調査も第三者機関を通じて行い、当

社も反社会的勢力との関わり等一切無いことを確認しております。加えて割当予定先より当社株

式に関する保有方針について、中長期保有する旨の確約書を取得しております。 

（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 

各割当先からは、当社株式の保有方針について、中長期的に保有する旨の確約書を取得してお

ります。 なお、各割当先とは、払込日（平成 21年 9月 29日）から 2年間において、当該割
当株式の全部または一部の譲渡を行なうこととなった場合には、当該譲渡を受けた者の氏名また

は名称及び譲渡株式数等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該内容を大阪証

券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき確約する旨の

契約を締結する予定です。 
 

８．反社会的勢力排除の方針等 
（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社及びグループ会社は反社会的勢力との関係を遮断するために、管理本部総務部を統括対応部

署として、毅然とした姿勢で組織的に対応するものとし、必要に応じ、所轄警察等との連携を図り不

測の自体に備えることを基本方針としております。 万一、反社会的勢力による不当要求等の問題が

生じた時は、代表取締役社長の指揮のもと、所轄部門である管理本部総務部が事務局となり、顧問弁

護士等と連携のうえ、適切な対応を行うことといたします。 
 
（２）割当予定先が反社会的勢力ではないことについて 

当社は、本第三者割当による新株式の発行にあたり割当先が反社会的勢力と関係がない旨の表明

を受ける予定です。また、自社面談等による調査に加え、第三者の信用調査会社に調査を依頼し、割

当先が反社会的勢力とは関係がない旨の報告を受けております。 
以上



（別添）発行要領 
記 

 
新株式の発行要領 
（１）発行新株式数    普通株式 16,600,000株 
（２）発行価額      1株につき 18円 
（３）発行価額の総額   298,800,000円 
（４）資本組入額     1株につき 9円 
（５）資本組入額の総額  149,400,000円 
（６）割当方法      第三者割当により、日新住建株式会社、江草吉成氏、大橋清孝氏、株式

会社電音メディアコンテンツ、株式会社東京スコットマネジメント及び

株式会社メディリンクに割当てます。 
（７）申込期日      平成 21年 9月 29日（火曜日） 
（８）払込期日      平成 21年 9月 29日（火曜日） 
（９）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します。 

以 上 
 


