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第三者割当による新株式発行及び親会社の異動に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成22年1月26日開催の当社取締役会において、筆頭株主であります株式会社日本製鋼所を引

受先とする下記要領による第三者割当増資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。 

また、本件第三者割当増資により、当社の親会社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたしま

す。  

 
記 

 
Ⅰ．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  10,000,000株 
（２）発行価額        １株につき  金 52 円 
（３）発行価額の総額     520,000,000 円 
（４）資本組入額       260,000,000 円 
（５）募集又は割当方法    第三者割当によるものとし、その全てを株式会社日本製鋼所に割り当

てる。 
（６）申込期日        平成 22年 2月 12日（金） 
（７）払込期日        平成 22年 2月 15日（月） 
（８）前記各号については、諸法令による届出の効力発生を条件とします。 
 

２．募集の目的及び理由 
 ①募集の目的 
   当社グループは射出成形機業界のパイオニア企業として、射出成形機・プレス機等の製造販売及

びにこれに関する事業活動を展開しております。 
   平成 20 年 10 月以降の米国の金融危機に端を発した、100 年に一度といわれる世界経済の同時
悪化の影響は、昨年来最悪の状況を脱しつつはありますが、引続き厳しい状況にあります。特に、

国内外の製造業における設備投資計画は依然慎重な対応となっており、その動向に大きな影響を受

ける当社は非常に厳しい経営環境が続いております。 
また当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において営業損失、当期純損失を計

上、当第 2 四半期連結累計期間においても営業損失 567 百万円を計上し、継続的に損失を計上し



ております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在しております。 
 
   このような環境下において当社としても、安定した収益性及び財務体質の改善を図り、顧客ニー

ズを捉えた製品開発及びサービスの提供を強化するため、平成 20 年 11 月に株式会社日本製鋼所
と資本業務提携を進め、製造製品の見直しや共同開発、仕入れ一本化による製造コストの削減を図

るとともに、平成 21 年 12 月には事業の選択と集中によるより抜本的な事業再構築を進めること
とし、それに伴う大幅な人員の削減も実施してまいりました。 

   更に当社グループとしては、上述の筋肉質な経営体質への転換を進める一方で、今後の経営基盤

の安定化と業界におけるグローバルな戦略的事業展開を図るためには、株式会社日本製鋼所との資

本業務提携を更に強化し、早期の共同開発の実現並びに調達販売面での共同推進等シナジー効果の

実現を強く推し進めることが必要不可欠で有効な経営施策であると判断し、この度、株式会社日本

製鋼所を引受先とする第三者割当増資を行うことといたしました。 
   今回の第三者割当増資により当社株式に希薄化が生じる結果となり、また既存株主の皆様には相

対的に当社に対する議決権比率の低下が生じることとなりますが、株式会社日本製鋼所との資本業

務提携強化により当社経営基盤の安定化が図られ、顧客ニーズにあった魅力ある製品開発とそれに

伴うサービスの提供による収益性改善と原価管理や資金管理の見直しによる財務体質の改善が当社

企業価値を向上させることになり、結果として現状を超える既存株主の皆様の利益向上につながる

ものと判断しております。 
    
②第三者割当による資金調達を選択することとした理由 
本件増資は、上記のとおり、財務体質の改善とともに、筆頭株主である株式会社日本製鋼所との 

資本提携強化による経営基盤の安定化とその子会社化による今後の共同の戦略的な事業展開が目的

であることから、その実現のためのより確実で最良な方策として判断いたしました。 

   なお、事業再構築にともなう人員合理化資金の調達としては、メイン銀行からの間接金融での調
達を別途計画しており、本件調達資金につきましては後述のとおり株式会社日本製鋼所との共同開

発案件や事業体制再構築に伴う工場レイアウトの変更、並びに当面の経常的な運転資金等に充当す

る予定です。 
 
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

払込金額の総額        520,000,000 円  
発行諸費用の概算額       4,000,000 円  
差引手取概算額        516,000,000 円  

 

（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 
    払込金額の総額 520,000,000 円から登記関連費用、有価証券届出書作成費用等約 4,000,000 円 
を差し引いた差引手取り金額 516,000,000 円については、財務及び事業基盤強化のための資本とし
て今後の業務運営上の経費支払や株式会社日本製鋼所との共同開発資金、業務体制再構築等の運転

資金に充当される予定です。 
 
 

     具体的な使途 金額（百万円）    支出予定時期 
① 新機種開発 
② 業務体制再構築 
③ その他の運転資金 

       60 
      150 
      306 

平成 22年 2月以降 
平成 22年 2月以降 
平成 22年 2月以降 



  ①新機種開発  60百万円 
    株式会社日本製鋼所との資本業務提携によるシナジー効果として、当社の強みでもあります自

動車関連向けの大型特殊機２機種の開発を展開中であり、その開発費用に充当する予定であり

ます。 
 
   
②業務体制再構築  150百万円 
  現在進めております合理化施策の一環として人員のスリム化・販売機種の絞込み等を進めてお

りますが、それにともない工場機能の集約・再編成を行うことで業務効率を改善する予定であり、 

また、ユーザー様の要望に対応するために大型機に特化した成形トライ作業環境を整える等のレ

イアウト変更費用に充当する予定であります。  

 

  

 ③その他の運転資金  306百万円 
    業務提携のメリットのひとつである共同調達によるコストダウンの強力推進のための環境整備

や、当社の事業再構築の達成に向け財務基盤を強化し既存事業を再生してゆくための経常的な

運転資金に充当する予定であります。 
 

なお、当社は、本件第三者割当による差引手取概算額を、上記の資金使途に充当するまでの 

間、当社銀行口座にて管理いたします 

 
 
 
４． 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

経営環境が悪化し、企業の設備投資が冷え込んでいる中、当社が収益性を改善するためには

経営基盤の安定化を図るとともに顧客ニーズを捉えた新たな製品･サービスの開発により受注を

改善することが不可欠となっています。そのためには、当社の抜本的な事業再構築としての従

来の事業分野の選択と集中と併せ、株式会社日本製鋼所とのシナジー効果及び当社単独の経営

資源を超えた開発により、新たな事業分野の確立に基づく営業施策を強化することが急務とい

えます。 
資金の使途は、当社の当面の事業再構築や株式会社日本製鋼所との製品開発・製造・販売等

の共同事業活動に係るものであり、当社が今後継続的に企業経営を営む上で必要不可欠な支出

であると認識しています。また財務基盤の強化は今後の事業展開や資金調達活動においても必

要不可欠であり、当該資金調達の使途が安定した経営基盤の構築につながり、株主の皆様の長

期的な利益拡大につながるものと考えております。 
 

 
５．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

当該新株式発行の取締役会決議の直前日までの「直近１ヵ月（平成 21 年 12 月 26 日～平成
22 年 1 月 25 日までの 18 営業日）の名古屋証券取引所における当社株式の終値の平均値 58 
円」に 0.9 を乗じ、発行価額を 52 円（1 円未満四捨五入、平成 22 年 1 月 25 日終値（69 
円）のディスカウント率 24.6％）といたしました。 
なお、当該発行価額水準は、取締役会決議の直前日までの「直近 3 ヵ月の終値の平均値 50
円（プレミアム率 4.0％）」であり、取締役会決議の直前日までの「直近６ヵ月の終値の平均値
54円（ディスカウント率 3.7％）」となります。  



この発行価額については日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠

しております。また、これにより算定した発行価格については、会社法第 199条第 3項に規定
されている特に有利な金額には該当しないと判断しております。 

 
 
 
（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 

今回の新株式発行により増加する新株式は 10,000,000 株で、現在の発行済株式数の 73.8％に
あたり、既存株式の大幅な希薄化が生じることとなります。 
しかしながら、今回の新株発行は、株式会社日本製鋼所の子会社となることにより当社経営

基盤を安定化させ、同社とのシナジー効果を高めた共同事業展開により、業界におけるグロー

バルな戦略的事業展開を進める上で、必要不可欠と判断した最小限の発行数量の株式数であり

ます。当該新株式発行により希薄化する既存の株主の皆様には現状の当社の企業信用面の不安

を一掃するとともに、中長期的な企業価値の増加により希薄化による損失を上回る利益をもた

らすものと判断しております。 
なお、今回の新株式発行により発行する株式の数及び希薄化の規模について、経営者から一

定程度独立した者である当社社外監査役北林哲、鈴木進也、秦研二の 3 氏から、今回の新株発
行により資金調達を行う必要性があること及び発行方法並びに発行の条件は相当である旨の意

見を取得しております。 
 
 
 
 
６．割当先の選定理由 
（１）割当先の概要 
① 名称 株式会社 日本製鋼所 

② 事業内容 
鉄鋼製品関連事業（鋳鍛鋼製品、鋼板・鉄構製品の製造・販売） 
機械製品関連事業（樹脂機械、その他機械の製造・販売） 
地域開発関連事業 

③ 設立年月日 昭和 25年 12月 11日 
④ 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目 11番 1号 
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 育男 
⑥ 資本金 19,694百万円 
⑦ 発行済株式数 371,463,036株 
⑧ 純資産 103,875百万円（連結） 
⑨ 総資産 291,649百万円（連結） 
⑩ 決算期 3月 31日 
⑪ 従業員数 4,783名（連結） 
⑫ 主要取引先 防衛省、三井物産、住友商事 

⑬ 大株主及び持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱        11.60％ 
日本マスタートラスト信託銀行㈱           5.82％ 
㈱三井住友銀行                   3.37％ 
中央三井信託銀行㈱                 2.96％ 
資産管理サービス信託銀行㈱             2.63％ 

⑭ 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、中央三井信託銀行㈱、住友信託銀行㈱ 



資本関係 
株式会社日本製鋼所は当社と資本業務提携契約を締

結しており当社発行済み株式総数の 14.76％
（2,000,000株）を所有しております。 

取引関係 資本業務提携の関係にあります。 

人的関係 該当事象はございません。 

⑮ 
上場会社と 
割当先の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事象はございません。 

⑯ 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  （百万円）        207,138 220,851            227,113 
営業利益  （百万円）         24,678 32,475             36,633 
経常利益  （百万円）             23,459 30,864             35,949 
当期純利益  （百万円）             12,515 17,484             16,034 
１株当たり当期純利益（円）              33.71        47.10              43.19 
１株当たり配当金（円）                  9                 12                 12 
１株当たり純資産（円）             203.09 228.93             242.13 
 
（２）割当先を選定した理由 
   割当先である株式会社日本製鋼所は平成２０年１１月５日発行の第三者割当による新株式の割当

先であり、以来当社の事業内容につきご理解頂くとともに、双方にとって有効な事業パートナーと

の認識のもと、共同での業務推進や助言等の支援を頂いております。 
   今般の当社の抜本的な事業再構築とそれに伴う合理化の実施という経営方針や施策についても高

く評価いただきましたが、それを踏まえた今後の事業展開としては、両者の資本業務提携関係を更

に強化し同社の子会社となって、より強力に共同での事業展開を推し進めることが急務であり、双

方の収益性を高める上でもっとも有効であると判断し、株式会社日本製鋼所を割当先に選定いたし

ました。 
 
（３）割当先の保有方針 
   割当先は、事業パートナーとして永続的な取引関係を前提に当社株式を長期保有する方針であり

ます。 
   なお、当社と割当先との間において、割当新株式効力発生日（平成 22 年 2 月 15 日）より 2 年
間において、当該割当新株式の全部または一部の譲渡をする場合には、事前に協議を行うとともに、

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

社に書面で報告すること、当社が当該報告内容を株式会社名古屋証券取引所に報告すること、並び

に当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約を得ております。    
 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
本増資の払込に関して、同社の事業内容、直近の財務諸表の内容及び当社との取引関係における

信用力に鑑み、今回の増資の払込に関しても確実性があると判断しております。 
 
 
 
 
 



 
 
 
７．募集前後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 21年 9月 30日現在） 募集後 

(株)日本製鋼所 14.76％ (株)日本製鋼所 50.95％ 

名機製作所取引先持株会 4.41％ 名機製作所取引先持株会 2.53％ 

(株)みずほ銀行 3.58％ (株)みずほ銀行 2.06％ 

(株)南日本銀行 3.52％ (株)南日本銀行 2.02％ 

明治安田生命保険相互会社 3.12％ 明治安田生命保険相互会社 1.79％ 

(株)トライマックス 2.56％ (株)トライマックス 1.47％ 

(株)慶祐 2.56％ (株)慶祐 1.47％ 

(株)ケイ・イー・アイ 2.56％ (株)ケイ・イー・アイ 1.47％ 

近藤 千博 1.88％ 近藤 千博 1.08％ 

(株)損害保険ジャパン 1.47％ (株)損害保険ジャパン 0.84％ 

    （注）募集後の持株比率は、平成 21年 9月 30日現在の株主名簿上の株式に、今回の 
     第三者割当増資による増加分を反映したものです。 
 
 
８．今後の見通し 

第三者割当増資により調達される資金は、これから来年度にかけての当社事業再構築活動のた

めの財政基盤の強化や株式会社日本製鋼所との共同事業展開等の運転資金であり、研究開発費も

即座に支出が見込まれるものではなく、段階的な支出と予想されることから、当社平成 22年 3月
期の業績の見通しへの影響は軽微であると想定しております。なお、今後の共同開発案件や事業

再構築関連費につき業績への影響が重要と判断されるものが生じた場合には、そのつど適時開示

してまいります。 
また、資本業務提携強化後の経営一本化を進める施策の一環として、株式会社日本製鋼所より

取締役複数名を迎え入れる予定であります。 
（企業行動規範上の手続き）  

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項  

本件第三者割当により支配株主の異動が見込まれ、かつ、本件第三者割当による希薄化率は

73.8％となり、希薄化率は25％以上となることが見込まれることから、名古屋証券取引所の定め

る適時開示等規則第34条に定める独立第三者からの意見入手または株主の意思確認手続きを必要

といたします。そのため、経営陣から一定程度独立した者として、社外監査役からの客観的な意

見を求めており、当該社外監査役は、本第三者割当増資の発行価額等の決定については、特に有

利な金額とはならないとの意見を頂いております。 

また、今回の資金調達の必要性、第三者割当の方法の選択、株式の希薄化の規模、および株式

会社日本製鋼所が当社の親会社となることについては、経営基盤の安定と強化の理由から、その

合理性、相当性があるとの意見を頂いております。 

 

 



 
 
９．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 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 
売上高 12,549 10,236 8,516 
営業利益 273        △131      △1,008 
経常利益 93 △175 △1,038 
当期純利益       △244 △788 △1,063 
１株当たり当期純利益（円） △21.16 △68.34 △86.01 
１株当たり配当金（円）     -     -     - 
１株当たり純資産（円）      413.83 342.93       222.09 

 
（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 31日現在） 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 13,550,000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）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 361円 244円                  115円 
高  値 365円 253円 157円 
安  値 215円 115円          35円 
終  値 242円 120円                   61円 

 
② 最近６か月間の状況 

 7月  8月 9月 10月 11月 12月 
始  値      65円      61円      58円      60円      47円      40円 
高  値      75円      63円      61円      60円      50円      64円 
安  値      52円      55円      54円      44円      36円      40円 
終  値      60円      58円      61円      55円      39円      50円 

 
③ 発行決議日の前日における株価 

 平成 22年 1月 25日現在 
始  値                60    円 
高  値               69    円 
安  値                60    円 
終  値                69    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 22年 2月 15日 
調達資金の額 520,000,000円（発行価額：52円）（差引手取概算額 ：516,000,000円） 
募集時における

発行済株式数 
13,550,000株 

当該増資による

発行株式数 
10,000,000株 

募集後における

発行済株式総数 
23,550,000株 

割当先 株式会社 日本製鋼所 
 
（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
・第三者割当増資 

発行期日 平成 20年 11月 5日 
調達資金の額 122,000,000円（発行価額：61円）（差引手取概算額：120,000,000円） 
募集時における

発行済株式数 
11,550,000株 

当該増資による

発行株式数 
 2,000,000株 

割当先 株式会社 日本製鋼所 

当初の資金使途 
株式会社日本製鋼所との提携を推進するにあたり必要な新規設備投資、及び既

存機械の改修、移設、工場レイアウト変更等に充当。 

支出予定時期 平成 21年 3月 

現時点における

充当状況 
当初の資金使途とおり充当済 

 
 
１０．発行要項 
（１）発行新株式数      普通株式  10,000,000株 
（２）発行価額        １株につき  金 52 円 
（３）発行価額の総額     520,000,000 円 
（４）資本組入額       260,000,000 円 
（５）募集又は割当方法    第三者割当によるものとし、その全てを株式会社日本製鋼所に割り当

てる。 
（６）申込期日        平成 22年 2月 12日（金） 
（７）払込期日        平成 22年 2月 15日（月） 
（８）前記各号については、諸法令による届出の効力発生を条件とします。 
 
 
 

 

 

 



Ⅱ．親会社の異動  

１． 異動が見込まれる経緯  

    平成22年1月26日開催の取締役会において、上記Ⅰ.の第三者割り当て増資が決議されたことに

より、当該増資の効力発生後に株式会社日本製鋼所は当社発行済み株式総数の50.95%を有するこ

とになることから、株式会社日本製鋼所は当社の親会社に該当いたします。 

 

２． 異動が見込まれる親会社の概要  

  「Ⅰ．6.（1）割当先の概要」参照 

 

３．異動後における当該株主の議決権の数及びその割合 

    
    議決権の数 議決権総数に対する割合    株主順位 
異 動 前     2,000個     14.84％     第 1位 
 異 動 後     12,000個     51.12％     第 1位 

（注）異動前は平成 21年 9月 30日現在の株主名簿を基準に作成しております。 
 異動後は平成 21年 9月 30日現在の株主名簿を基準に当該新株数を加えて作成しております。 

 
４．異動予定年月日 

    平成22年2月15日 

 

５．今後の見通し 

     親会社の異動に伴う業績への影響はありません。 
 
 
 

以 上 
 


