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平成 21 年 9 月 18 日 

各    位 

  

会 社 名        ﾔﾏﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ株式会社 

代表者名   代表取締役社長 岩本 英親 

         （JASDAQ・ コード 7886 ） 

問合せ先   責任者役職名 取締役経営企画室長 

       氏  名   石川 恵一 

   （TEL  03‐3834‐3111） 

                                             

第三者割当による新株式発行及び資本・業務提携に関するお知らせ 

 
   当社は本日平成 21 年 9 月 18 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

る株式の募集ならびに資本・業務提携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. 募集の概要 

   （１）発行新株式数       普通株式      4,430,000 株 

   （２）発行価格         １株につき金        70 円 

   （３）発行価格の総額                            310,100,000 円 

   （４）資本組入額        １株につき金        35 円 

   （５）募集又は割当方法     第三者割当の方法による 

   （６）割当先及び割当株数    永田紙業株式会社  2,500,000 株 

                   明成物流株式会社 1,500,000 株 

                   美吉野化工株式会社 215,000 株 

                   森川幸洋       72,000 株 

                   森川正幸      143,000 株 

   （７）申込期日         平成２１年１０月２８日（水） 

   （８）払込期日         平成２１年１０月２９日（木） 

   （９）払込取扱金融機関     株式会社三井住友銀行上野支店 

      ならびに取扱場所 

 

２．資本・業務提携ならびに株式募集の目的及び理由 

 当社は、合成樹脂製品ならびに物流機器の製造販売を中心に事業展開を図っております。製品別

では、前者ではＯＡ関連部品、住設機器、セールスプロモーション製品等で売上の約 75％を占め、

後者の物流機器で約 25％の構成となっております。一方客先別では、主要 18 社で全体の 70％を占

めております。最近の世界経済の低迷から主要先の減産の影響もあり売上が伸び悩み傾向にありま

す。こうした中でこれまで慢性的な赤字体質であった当社の体質改善を図るべく、平成 21 年 7 月

10 日付「構造改革実施とそれに伴う今期業績予想の修正について」において構造改革の実施につい

ての正式決定をお知らせいたしましたが、現在具体策を着々と進めており早期に黒字体質への転換

を図ってまいります。 

当社においては、現在資金面で課題を抱えていることに加え現在の財務状況を勘案すると間接金

融による調達は得策ではないことから、十分な資金確保の必要性に鑑み資本提携等を模索しており
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ましたが、当社の主力製品である物流機器の販売取引を契機としてかねてから接触を深めてまいり

ました永田紙業株式会社ならびに同グループ会社であります明成物流株式会社との間で、今般、資

本・業務提携を図ることで合意ができたことにより両会社に対し第三者割当増資の引受をお願いす

ることとしたものであります。 

なお、両社を選定した理由として、合成樹脂成形加工ならびに物流機器の製造販売を主体とした

当社の従来型の業務では今後の事業拡大を目指す上で限界が生じており、現在直面している苦境を

乗り越えるためには新たな事業展開が必要でありとりわけ異業種との提携も視野にあったことも

あり、当社の客先であった永田紙業株式会社および明成物流株式会社と自然体での接触が始まった

ものであります。両社も総合リサイクル企業をめざす中で、プラスチック樹脂成形加工への進出を

検討中であったところ、当社と提携することで相応のシナジー効果が期待できるとの認識に至り今

回の業務提携の合意を行うものであります。 

また、従来から当社と同業にて商取引での結びつきがあり、また当社代表者である岩本英親の縁

戚にあたる森川幸洋氏が代表者を務めている美吉野化工株式会社および同社代表者の森川幸洋様

ならびにご親族の森川正幸様にも当社の現況にも深くご理解を示していただき当社に協力してい

ただけることとなったため、あわせてこの機会に増資の引受をいただくことで合意にいたったもの

であります。 

当社としましても、永田紙業株式会社ならびに明成物流株式会社との提携は、従来から当社の経

営課題でありました収益の拡大が見込めかつ相応のシナジー効果の具現化が期待でき成長・発展が

見込める分野の開拓を企図した異業種提携により新たな事業への進出が図れることや相互の人材

の交流を通じて、従来の体質から一歩脱却した収益を確保できる会社への脱皮をめざすものであり

ます。 

なお、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事になり、株主の皆様には少なか

らず影響が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

とするためには本件増資が、必要不可欠なものであると判断しております。 

 

 ３．業務提携の内容 

    永田紙業株式会社及び明成物流株式会社との業務提携の内容については以下のとおりでありま

す。 

（1） 営業網の相互活用ならびに既存顧客の相互紹介 

（2） 物流コストの削減、当社施工ネットワークを活かせる新商材の取扱協力 

（3） 調達・購買における効率化(リサイクルプラスチック分野の本格的拡大) 

（4） 人的リソースの有効活用 

（5） 中国市場での収益拡大 

 

     

４．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） 

    

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

   310,100,000 2,200,000 307,900,000

   (注)発行諸費用の概算額の内訳は、登記手数料、登録免許税等です。消費税は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

   上記の手取概算額 307,900,000 円の具体的な使途につきましては、当社の財務基盤の安定化

を図るべく運転資金(主として支払手形決済資金約200百万円に充当)ならびに構造改革を円

滑に進めるうえで先行して支出される諸費用（生産拠点統廃合約 30 百万円、希望退職者募

集費用約 30 百万円、本社移転等で約 50 百万円）に充当いたします。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 
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   平成 21 年 10 月 29 日より平成 21 年 12 月末まで 

(但し、支払手形決済は 10 月末、生産拠点統廃合は 10 月、希望退職者募集費用は 11 月、本

社移転等の費用は 11 月～12 月に支払います。) 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

  具体的な使途でも述べましたが、現在実施中の構造改革を推進するにあたって、生産拠点

統廃合、希望退職者募集、本社移転等に要する費用が一時的に支出されますが、これにより

販売費および一般管理費の削減が進み、今期の営業利益での黒字化を目指しております。 

また、当社は直近決算で継続企業の前提に関する注記を付しており、現在借入金の返済面

での困難性が生じております。これを受け、取引金融機関に対し資金面での協力を要請中で

あり、本件増資によりこの課題解決に向けての前進が図られ、運転資金確保が確実となるた

め、安定した経営が行えるものと考えております。今回の第三者割当増資により株式の希薄

化が生じるものの構造改革がスムーズに進み業績改善にも寄与できることから、中長期的に

は企業価値の向上ひいては株主価値の向上に資するものと考えており、株主の皆様にもご理

解いただけるものと判断しております。昨年後半からのリーマン・ショックに端を発した世

界経済の低迷による減産の影響が未だ尾を引いており、その回復もままならないことから、

当社の売上におきましても大幅回復が見込めない中、経営の健全性を図るべく十分な事業資

金の確保を優先するものであります。 

 

 

 ５．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） 

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 13,003,837 11,225,081 10,305,758

営業利益 △219,847 △142,573 △191,134

経常利益 43,845 △70,019 △66,980

当期純利益 64,365 △804,908 △988,393

1 株当たり当期純利益（円） 11.22 △141.84 △175.74

1 株当たり配当金（円） 5 3 0

1 株当たり純資産（円） 671.57 499.28 310.49

 

（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 5,741,797 株 100.00％

現時点の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－ －

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 
－ －

(注)潜在株式数はございません。 

 

（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 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

始値 410 275 150

高値 413 280 179

安値 250 135 45

終値 275 140 48

 

 



 4 

 

 

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

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始値 54 54 63 79 83 85

高値 54 67 78 92 110 115

安値 45 54 63 71 70 83

終値 48 60 78 83 90 90

 

 ③発行決議日前営業日における株価（単位：円） 

 平成２１年９月１7 日現在 

始値 72

高値 72

安値 72

終値 72

※ 直近の売買成立日（平成２１年９月１７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１０月２９日 

資金調達の額 310,100,000 円 （発行価格：70 円） 

募集時点における発行済株式総数 5,741,797 株 

当該増資における発行済株式総数                      4,430,000 株 

募集後における発行済株式総数 10,171,797 株 

割当先及び割当株数 永田紙業株式会社   2,500,000 株 

割当先及び割当株数 明成物流株式会社   1,500,000 株 

割当先及び割当株数 美吉野化工株式会社   215,000 株 

割当先及び割当株数 森川幸洋         72,000 株 

割当先及び割当株数 森川正幸        143,000 株 

 

   （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。 

 

６．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 

大和化工材株式会社       ６．７９％

株式会社三井住友銀行      ４．６６％

岩本英親            ４．５２％

岩本宣頼            ３．９４％

第一生命保険相互会社      ２．７８％

ヤマト・インダストリー社員持株会２．６１％

田邊父朗            ２．４９％

株式会社 YPK           ２．３１％

佐藤兼義                        ２．０７％

福田敏子            １．８１％

永田紙業株式会社         ２４．５７％

明成物流株式会社       １４．７４％

大和化工材株式会社       ３．８３％

株式会社三井住友銀行      ２．６３％

岩本英親                  ２．５５％

岩本宣頼                  ２．２２％

美吉野化工株式会社         ２．１１％

森川正幸            １．６２％

第一生命保険相互会社      １．５７％

ヤマト・インダストリー社員持株会１．４７％

 

７．業績への影響の見通し 

  今回の第三者割当増資は当社の企業価値向上を目指して実施するものであり構造改革ならびに資
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金基盤の安定化に寄与できるものと考えておりますので、今後企業業績改善が実現できるものと判断

しております。なお、当社平成 22 年 3 月期決算の業績に与える影響は現状では精査中でありますが、

今後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。 

 

 

８．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 

   発行価格は、当該増資に係る直近 6 ヶ月間（平成２１年３月１８日から平成２１年９月１７日ま 

で）の普通株式（終値）の平均値である 75.9 円を参考として 70 円（ディスカウント率 7.8％）と

いたしました。なお、当社は第三者機関より本件価格設定の妥当性を検証いただいており妥当であ

る旨の意見を取得しております。 

直近の株価を参考としなかった理由は、当社株式は売買出来高の水準が低く、一時的な売買出来

高の増減により株価の動きが乱高下することや、昨今の不安定な株価市況を勘案し取締役会決議日

の直前取引日の終値に比べ一定期間の平均株価という平準化された値を参考にする方が株価のブ

レを排除でき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。 

 また、算定期間を直近 6 ヶ月と比較的長期間といたしましたのは、今回の永田紙業株式会社、明

成物流株式会社ならびに美吉野化工株式会社との間で、払込日から 1年 5 ヶ月に亘り株式譲渡禁止

ならびに買増禁止を約定しており長期保有を期待できること、また永田紙業株式会社と明成物流株

式会社との間では業務提携・人材交流を図ることで相互にシナジー効果を追求し企業価値向上に寄

与できること等から長期間の平均値をとることが妥当である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 77％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、構造改革実施効果の具現化と相俟って当社の業績

が回復することで、配当原資の確保や株価回復期待によるキャピタルゲインの高まり等当社の企業

価値の向上につながることになります。こうした点から、今回の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。 

 

９．割当先の選定理由等 

 （１）割当先の概要 

①商号 永田紙業株式会社 

②割当株数 2,500,000 株 

③払込金額 175,000,000 円 

④事業内容 機密文書処理、資源回収、産業廃棄物処理、 

リサイクル製品企画・販売 

⑤設立年月日 昭和４８年５月１日 

⑥本店所在地 埼玉県深谷市長在家１９８ 

⑦代表者の役職・氏名 代表取締役 永田博太郎 

⑧資本金の額 10 百万円 

⑨発行済株式総数 20,000 株 

⑩純資産 738 百万円 

⑪総資産 4,148 百万円 

⑫事業年度の末日 ９月３０日 

⑬従業員数 １４０人 

⑭主要取引先 日本大昭和板紙株式会社 日本製紙株式会社 北越製紙株式会

社他 

⑮大株主及び持株比率 永田博太郎 ６７％ 

明成物流㈱ １７％ 

永田了子  １６％ 

⑯主要取引銀行 埼玉りそな、商工中金他 
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資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 スポットでの取引があります。 

人的関係 該当事項はありません。 

⑰上場会社と割当先の関係等 

関連当事者への 

該当事項 

該当事項はありません。 

⑱最近３年間の業績  

決算期 平成１８年９月期 平成１９年９月期 平成２０年９月期

売上高 3,154,378 千円 4,042,034 千円 5,087,490 千円

営業利益 46,524 千円 144,523 千円 170,103 千円

経常利益 23,349 千円 111,737 千円 126,215 千円

当期純利益 1,142 千円 52,632 千円 67,627 千円

１株当たり当期純利益（円） 57 円 2,631 円 3,381 円

１株当たり配当金（円） 0 円 0 円 0 円

１株当たり純資産（円） 30,898 円 33,530 円 36,911 円

   （注）１．割当予定先の内容の欄は平成２１年９月１７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９月１７日現在におけるものであります。 

 

                            

①商号 明成物流株式会社 

②割当株数 1,500,000 株 

③払込金額 105,000,000 円 

④事業内容 一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集、運送業等 

⑤設立年月日 平成７年７月２７日 

⑥本店所在地 埼玉県深谷市長在家１９８ 

⑦代表者の役職・氏名 代表取締役 永田耕太郎 

⑧資本金の額 17 百万円 

⑨発行済株式総数 340 株 

⑩純資産 72 百万円 

⑪総資産 1,280 百万円 

⑫決算期 ９月３０日 

⑬従業員数 ９０人 

⑭主要取引先 永田紙業株式会社 その他数十社 

⑮大株主及び持株比率 永田耕太郎 ７３％ 

松葉美紀   ９％ 

利根川美穂  ９％ 

岩上良恵   ９％ 

⑯主要取引銀行 埼玉りそな、商工中金他 

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。 

⑰上場会社と割当先の関係等 

関連当事者への 

該当事項 

該当事項はありません。 

⑱最近３年間の業績  

決算期 平成１８年９月期 平成１９年９月期 平成２０年９月期

売上高 764,864 千円 1,032,440 千円 1,128,281 千円

営業利益 3,740 千円 43,896 千円 25,278 千円

経常利益 1,653 千円 31,152 千円 12,015 千円

当期純利益 508 千円 16,457 千円 4,468 千円

１株当たり当期純利益（円） 1,496 円 48,405 円 13,141 円

１株当たり配当金（円） 0 円 0 円 0 円

１株当たり純資産（円） 151,317 円 199,723 円 212,864 円

   （注）１．割当予定先の内容の欄は平成２１年９月１７日現在におけるものであります。 
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      ２．当社との関係の欄は平成２１年９月１７日現在におけるものであります。 

 

①商号 美吉野化工株式会社 

②割当株数 215,000 株 

③払込金額 15,050,000 円 

④事業内容 合成樹脂の成型加工及び販売 

⑤設立年月日 昭和３６年８月２日 

⑥本店所在地 大阪府大阪市中央区松屋町住吉５－１４ 

⑦代表者の役職・氏名 代表取締役 森川幸洋 

⑧資本金の額 50 百万円 

⑨発行済株式総数 100,000 株 

⑩純資産 500 百万円 

⑪総資産 643 百万円 

⑫決算期 ３月３１日 

⑬従業員数 32 人 

⑭主要取引先 ダイヤモールディングス㈱ 

島田プレシジョン㈱ 

⑮大株主及び持株比率 ヤマト・インダストリー㈱ 13.6％ 

森川 幸洋        10％ 

森川 芳樹        10％ 

森川 正幸        10％ 

その他          56.4％ 

⑯主要取引銀行 三井住友銀行 

資本関係 当社が保有している割当予定先の株式の数 

      14,625 株 

取引関係 年商 30～40 百万円程度。 

人的関係 該当事項はありません。 

⑰上場会社と割当先の関係等 

関連当事者への 

該当事項 

該当事項はありません。 

⑱最近３年間の業績  

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 907,688 千円 1,000,727 千円 474,644 千円

営業利益 △47,437 千円 △31,701 千円 △67,440 千円

経常利益 △45,636 千円 △36,832 千円 △61,525 千円

当期純利益 △59,128 千円 296,766 千円 160,481 千円

１株当たり当期純利益（円） △591 円 2,967 円 1,604 円

１株当たり配当金（円） 0 円 0 円 0 円

１株当たり純資産（円） 3,354 円 6,250 円 5,008 円

   （注）１．割当予定先の内容の欄は平成２１年９月１７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９月１７日現在におけるものであります。 

 

①氏名 森川 幸洋 

②割当株数 72,000 株 

③払込金額 5,040,000 円 

④住所 大阪府堺市西区 

資本関係 割当予定先が保有している当社の株式 

10,000 株

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。 

⑤上場会社と割当先の関係等 

関連当事者への 

該当事項 

該当事項はありません。 

   （注）１．森川幸洋氏はヤマト・インダストリー㈱代表取締役岩本英親とは縁戚にあたります。 
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２．割当予定先の内容の欄は平成２１年９月１７日現在におけるものであります。 

 ３．当社との関係の欄は平成２１年９月１７日現在におけるものであります。 

 

①氏名 森川 正幸 

②割当株数 143,000 株 

③払込金額 10,010,000 円 

④住所 大阪府大阪市中央区 

資本関係 割当予定先が保有している当社の株式 

22,000 株

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。 

⑤上場会社と割当先の関係等 

関連当事者への 

該当事項 

該当事項はありません。 

   （注）１．森川正幸氏はヤマト・インダストリー㈱代表取締役岩本英親とは縁戚にあたります。 

２．割当予定先の内容の欄は平成２１年９月１７日現在におけるものであります。 

 ３．当社との関係の欄は平成２１年９月１７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 

永田紙業株式会社につきましては、当社の取引先として物流機器の購入を頂いたことを契

機に接触が始まったものであります。同社は、古紙の回収ならびに再生加工を行い国内製紙

会社への製紙原料の納入を主業とし循環型社会に貢献しておりますが、産業廃棄物回収全般

にも事業分野を拡大しリサイクルにも注力して現在に至っております。これに加え、機密情

報の滅却・破砕や非鉄金属関連事業、ロジスティクス事業にも分野を広げ社会貢献を果たし

ているところであります。以前から同社はプラスチック成形にも興味を示しており、廃棄物

回収で入手したプラスチック原料の再利用にも関心が高く、当社の成形機での再加工や当社

の持つ取引先への産廃網の拡大、一方で当社製品の同社取引先への販売等を模索する中で相

互に業務提携することでシナジー効果が見込めるものと判断したものであります。また、同

社は今回の割当先である明成物流株式会社をグループ会社に持ち、物流部門に造詣が深く当

社製品の販売における運送部門での利用や、当社の販売した合成樹脂成形品の廃棄物回収な

どでも相互利用が見込めるものであります。 

こうした、業務提携に向けた交流の中で、当社の直面する問題解決への関心にも深く理解

を示し、業務提携のみならず資本提携でも協力関係に向けた相互理解が深まったものであり

ます。今回の同社への割当額からすれば一定程度の保有比率を委ねるものになりますが、当

社の目指す異業種提携や同社の持つ豊富な販売網ならびに営業力を有効活用することで当

社の企業価値の向上に寄与することが可能との判断のもと割当先として相応しいものと判

断したものであります。明成物流株式会社につきましても同社のグループ会社として同一経

営陣の指導の下にあり、今後は両社との提携関係を深めることで当社の再生も軌道に乗るも

のと考えております。両社とも資金面では相応のものを確保しており、必要資金を自己資金

または金融機関借入にて調達する旨の報告をいただいております。 

なお、両社につきましては、当社ならびに信用調査機関等の資料を通じて、当該割当先が

反社会勢力との取引関係およ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

においても同関係を有しないことを確認しております。 

一方、美吉野化工株式会社につきましては、従来から当社の持分法適用会社として、また

同業の商取引先として親密な関係を形成してまいりました。過去に同社は当社株を売却して

おり、現在は当社の株主となっておりませんが、今回永田紙業株式会社グループへの第三者

割当実施に伴い、当社の直面する課題解決への協力として、第三者割当増資にご協力いただ

けることになり関係強化の一環としてお願いするものであります。そのほか、同社森川社長

ならびにご親族様においても増資引受に協力いただけることになったものであります。なお、

同社につきましても、当社の調査ならびに永年の親交関係を通じて、当該割当先が反社会勢
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力との取引関係および資本関係を一切有していないことを確認しており、また森川幸洋様、

同正幸様におきましても反社会的勢力とは現在ならびに将来においても同関係を有しない

ことを確認しております。 

 

   （３）割当先の保有方針 

今回の割当先のうち永田紙業株式会社ならびに明成物流株式会社につきましては、両社と

の間で業務提携契約を締結する予定であること、1 年 5 ヶ月間において当社株式の買増しな

らびに譲渡の禁止を約定することであることから、長期保有する方針である旨の趣旨を確認

しております。美吉野化工株式会社ならびに森川幸洋様ならびに森川正幸様におきましても

長期保有する旨の了解をいただいております。 

 もし、本件株式割当を受ける日である平成 21 年 10 月 29 日から 2 年間において本件株式

の全部また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、譲渡理由、譲渡の方法等を書面により当社に報告すること、および当社

が当該報告内容をジャスダック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の

縦覧に供されることにつき確約書の締結をいただく旨の了解をいただいております。 

 

   （４）その他の重要な契約等 

       該当事項はありません。 

 

   （５）親会社の取引等に関する事項 

       本取引は親会社の取引等には該当いたしません。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


