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平成22年5月19日 

各 位 

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 

株式会社アドテックエンジニアリング 

代表取締役社長 向井 敏雄 

(コード番号：6260) 

問合せ先： 取締役管理本部長 長谷川 邦雄 

電話番号： (03) 3433-4600(代表) 

 

ウシオ電機株式会社との資本・業務提携 

及び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、平成22年5月19日開催の臨時取締役会において、ウシオ電機株式会社（東京証券取

引所第一部，証券コード：6925）との資本・業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）及びウ

シオ電機株式会社（以下「ウシオ電機」といいます。）に対する第三者割当による新株式の発行（以

下「本第三者割当増資」といいます。）について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ．資本・業務提携 

 

１．資本・業務提携の背景と目的 

 

当社は、昭和58年の創立以来、超精密加工技術をコア技術にして、電気、ソフトウェア、画像処

理、光学等の多様な要素技術を融合した複合技術を生かし、ＰＣＢ(プリント配線板)、半導体用パッ

ケージ、ＰＤＰ(プラズマディスプレイパネル)及びＬＣＤ(液晶ディスプレイ)に代表されるＦＰＤ(フラッ

トパネルディスプレイ)等の製造工程で必要とされる露光装置・検査装置等を製造し、製品企画、開

発・設計、製造、販売及びメンテナンスまでの一貫生産体制を基本方針とし、プリント配線板メーカ

ー等の製造プロセスの問題解決を提案するソリューション型企業を目指して事業を営んでまいりま

した。 

なかでも、平成3年に製造開始いたしましたプリント配線板用自動露光装置は、基板の搬送、プ

リント配線板とマスクとの位置合わせ、露光及び搬出までを全自動で行う装置で、プリント配線板の

パターン形成用及びフォトソルダーレジスト用として、市場シェアが平成21年には35．2％を占める

製品に成長いたしました。 
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当社を取り巻く事業環境は、中国と韓国市場を中心に回復しつつありますが、リーマン・ショック

以降の世界的な金融危機の影響を受け、厳しい状況が続いております。また、自動露光装置市場

は、世界的なプリント配線板の需要増加に伴い、年々拡大傾向にありますが、各メーカーが、激し

い開発競争・価格競争を繰り広げており、景気動向の悪化、原材料コストの上昇等を含め、楽観で

きる事業環境ではありません。 

かかる状況の下、投影式自動露光装置を主力とするウシオ電機とコンタクト式自動露光装置に

強みを持つ当社は、両社独自の技術・営業基盤を相互に生かすことにより、技術・生産・販売等の

分野で、自動露光装置市場でさらなる高いポジションを確立できるとの認識で合意にいたり、両社

間で業務提携を行うことになりました。具体的には、当社露光装置の中国生産、両社がそれぞれ

有する事業基盤の相互活用による製品の販売拡大、資材共同調達によるコストダウン、両社の技

術協力による新製品開発等を図ることを本提携の目的としております。 

さらに、当社は本提携をより確実、強固なものとするため、第三者割当による新株発行をウシオ

電機に引き受けていただくことが最良であると判断し、今回の業務提携と同時に資本提携を行うこ

とにいたしました。 

 

２．資本提携の内容 

 

ウシオ電機は、本第三者割当増資により当社の普通株式1,580,000株（本第三者割当増資前の

発行済株式（自己株式控除前）の24.50％）を取得する予定であり、ウシオ電機が保有する当社の

普通株式303,900株と合わせ、1,883,900株（本第三者割当増資後の発行済株式の23.46％）を保

有する予定であります。 

 

３．業務提携の内容 

 

①中国での生産 

市場ニーズにマッチした高精度で低価格の自動露光装置の開発・生産を行うため、国内におい

て高密度・高精細なプリント配線板製造用自動露光装置製造に実績を持つ当社の経営資源をウ

シオ電機の中国生産拠点に有効利用し、同社工場で生産致します。 

 

②資材調達 

 

日本・欧米・アジアに資材調達網を有するウシオ電機のスケールメリットと国内に高品位な自動

露光装置に特化した部品を調達する物流インフラを有する当社の資材調達能力を相互活用し、原

材料・資材の共同調達を図り、コストダウンを実現します。 
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③販売協力 

 

韓国・台湾・中国市場に特化した強みを持つ当社と、全世界に販売拠点を持つウシオ電機の販

売網のスケールメリットを相互活用し、製品の販売の拡大を図ります。 

 

④技術・開発協力 

 

紫外線ランプに強みを持つウシオ電機とコンタクト式自動露光装置に強みを持つ両社の技術・

開発協力により、市場ニーズにマッチしたコンタクト式自動露光装置を開発します。 

 

⑤役員等の派遣 

 

受入時期・人数は未定でありますが、当社は、管理部門・営業部門を中心にウシオ電機より役職

員の受入を予定するとともに、技術部門・営業部門を中心に互いの人事交流を図る予定でありま

す。 

 

※具体的内容については、今後、両社が参画する「業務提携推進委員会」を設置し、両社間で協

議を行い確定次第開示いたします。 

 

４． 資本・業務提携の日程 

 

平成22年５月19日 本業務提携及び本第三者割当増資に係る取締役会決議 

【同】 資本業務提携契約の締結 

平成22年6月28日 払込期日 

 

Ⅱ．第三者割当により発行される株式の募集 

 

１．募集の概要 

①募集株式の種類・数  普通株式 1，580，000株 

②発行価額 1株につき282円 

③発行価額の総額  445，560，000円 

④資本組入額 １株につき141円 

⑤資本組入額の総額 222,780,000円 

⑥募集又は割当方法  第三者割当の方法によります。 

⑦申込期間  平成22年6月4日から平成22年6月25日まで 



 

4 
 

⑧払込期日  平成22年6月28日 

⑨割当先及び割当株数  ウシオ電機株式会社 

 普通株式 1，580，000株 

⑩その他 上記各号については、金融商品取引法に基づ

く有価証券届出書の効力が発生することを条

件といたします。 

 

２．募集の目的及び理由 

 

（１）募集の目的 

 

本第三者割当増資の目的は「Ⅰ．１．資本・業務提携の背景と目的」に記載のとおりであります。 

 

（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 

 

本第三者割当増資は既存の株主の皆様の持分割合に影響を与えるものですが、当社の企業

価値向上に向けた施策を実施するにあたりウシオ電機との関係を強化するためには必要不可欠な

ものと考えており、中長期的には株主の皆様の利益に繋がるものと認識しております。 

また、当社が資金調達の方法として本第三者割当増資を選択いたしました理由は下記のとおり

であります。 

 

①自動露光装置事業の推進 

 

業務提携先となるウシオ電機と資本関係を構築することにより、共同での自動露光装置の生産・

開発・販売の取り組みを明確化してまいります。具体的には、両社が製造・販売している投影式露

光装置を中心に共同生産によるコストダウン、共同開発による新製品開発、両社の販売網の強み

を生かした販売体制の再構築を通じ、自動露光装置事業をさらに推進してまいります。 

 

②財務体質の強化 

 

当社では有利子負債の圧縮による財務体質の強化を図っております。そのため、借入金による

資金調達ではなく株式発行による自己資本の充実を図ることが当社の財務基盤の安定に寄与す

るものと考えております。 
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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） 

発行価額の総額 445，560，000円 

発行に係る諸経費 7，000，000円（弁護士費用４，000，000円、登記費用1，000，000円、株式

発行費用2，000，000円） 

差引手取概算額 438,560，000円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 

項目 金額（千円） 

中国工場整備工事費 90，000

機械設備資金 174，800

製造開始運転資金 75，000

工場使用賃借料 16，800

電気・水道・光熱費 12，000

派遣者滞在費 18，000

旅費交通費 10，000

市場調査費 30，000

その他 11，960

計 438，560

※支出予定時期につきましては、平成22年7月～平成23年3月頃を予定しております。 

その他の調達資金についても、主に、ウシオ電機との業務提携の内容を推進するための生産・販

売インフラの整備や研究開発等の為に支出致しますが、具体的内容及び支出予定時期について

は、今後、両社が参画する「業務提携推進委員会」を設置し、両社間で協議を行います。 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 

本資本業務提携の主目的は、ウシオ電機との包括的な業務提携関係を構築することであり、調

達する資金につきましては、中国工場の整備、製品の共同開発（材料費・人件費・オフィス賃料

等）など、本業務提携のために必要な費用に充当することは、既存株主の権利の希釈化以上の企

業価値向上が期待でき、他社との競争力強化にもつながるものです。 

また、両社の業務提携が長期にわたることを期待し、銀行借入ではなく第三者割当増資を選択

したことは、当社の信用力強化につながるものでもあるため、当該資金使途については、合理性が

あるものと判断しております。 
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支出予定時期につきましては、両社の協議による製造経費・販売費及び一般管理費の金額か

ら判断しております。 

なお、調達資金は支出されるまで当社の当座預金口座において管理されます。 

 

５．発行条件等の合理性 

 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 

払込金額につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日である平成

22年5月18日から遡る直近6ヶ月間の株式会社大阪証券取引所（但し、平成22年３月31日まではジ

ャスダック証券取引所）における当社普通株式の終値の平均の額（313円）に10％のディスカウント

率を乗じた金額である282円といたしました。 

当該発行価額は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の株価（273円）に

対して3.3％のプレミアム率、直近１ヶ月平均株価（355円）に対して20.6％のディスカウント率、直近

３ヶ月平均株価（346円）に対して18.5％のディスカウント率となっております。 

当初は本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の終値に10％のディスカウント

した額を発行価格とする案もございましたが、取締役会決議日から遡る直近6ヶ月間の平均株価に

10％のディスカウントした額を採用した根拠は、当社株価が直近6ヶ月にわたり上昇基調にあるた

め平成22年5月12日の第2四半期決算発表後の株価の大幅な下落は一時的なものと考えられると

ともに、取締役会決議日の直前営業日の終値を採用すると、直近1ヶ月平均株価、直近3ヶ月平均

株価、直近6ヶ月平均株価と比較すると、大幅なディスカウントになり、有利発行となるおそれがある

ため、直近6ヶ月平均株価を採用いたしました。 

なお、当社は平成22年5月12日の第2四半期決算短信の発表において平成22年9月期の業績

予想下方修正を開示いたしました。その内容は、当期純利益は484百万円の赤字でありますが、経

常利益は83百万円の黒字となっております。当期純利益が赤字となった要因と致しましては、繰延

税金資産を526百万円取り崩したことによるものであります。 

また、平成22年9月期第2四半期の売上高は2，427百万円となっており、平成21年9月期第2四

半期の売上高1，424百万円を上回っております。平成22年9月期第2四半期の営業利益、経常利

益もそれぞれ71百万円、87百万円の赤字ですが、平成21年9月期第2四半期に比較して改善して

おります。平成22年9月期第2四半期純利益は繰延税金資産の取り崩しの影響により、615百万円

の赤字となり、平成21年9月期第2四半期より悪化しております。 

取締役会決議日の直前営業日からの直近1ヶ月平均株価又は取締役会決議日の直前営業日

からの直近3ヶ月平均株価を使用せず、取締役会決議日の直前営業日からの直近6ヶ月平均株価

を採用した理由は、当社の過去6ヶ月間の株価の推移を検証すると、上述に記載のとおり、第2四

半期決算発表以前は上昇基調にありますが、過去にさかのぼるほど株価は低い水準で推移して

おり、最高値が414円、最安値が213円と株価の変動が大きい状況となっております。 
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3ヶ月平均株価と1ヶ月平均株価を採用すると6ヶ月平均株価に含まれる最安値が含まれず、 

直近1ヶ月平均株価、直近3ヶ月平均株価を採用するよりも、直近6ヶ月平均株価を採用する方

が、第2四半期決算発表後の株価と乖離しないと考え、割当先と協議のうえ、より長い期間の平均

株価に基づき算出した方が、より会社の価値を反映した価額であると判断した為です。 

取締役会決議日の直前営業日からの直近6ヶ月平均株価に対し、10％のディスカウント率を採

用したのは、本第三者割当増資の目的が、両社の業務提携による相互のシナジー効果の増大に

あり、割当先が中長期保有方針であることを考慮し、両社間の協議の結果、10％のディスカウント

率を採用することに致しました。 

かかる発行価格につきましては、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指

針」に準拠するものであり、有利発行には該当せず、合理的な発行価額であるものと判断しており

ます。 

以上の取締役会が下した判断根拠については、監査役会より異論がない旨の報告を受けてお

ります。 

なお、本第三者割当増資の発行価格は、昨今の株価動向、ウシオ電機との業務資本提携

によるメリット並びに本第三者割当増資による自己資本増強効果を勘案し、リーマン・シ

ョック以降日本の株価の変動も激しく、更に最近ではギリシャ発世界的な金融不安の蔓延

に伴う金融市場の混乱に関連し株価の乱高下が激しい状況下で、恣意性を排除した６ヶ月

平均値から10％ディスカウントした価格を採用しており、特に有利な金額に該当しない旨

の意見書を、社外監査役2名を含む監査役全員（常勤監査役田島恒宗、監査役椿勲、監査役森

啓）の一致した意見として監査役会よりいただいております。 

 

（２）発行数量及び株式の希釈化の規模が合理的であると判断した根拠 

 

本第三者割当増資において発行する株式の発行数は1,580,000 株（議決権数15,800個）であり、

本第三者割当増資前の当社普通株式の発行済株式総数6,450,000 株（議決権数63，363個）に

対して24．50％の割合（総議決権数に対する割合24．94％）で希釈化が生じますが、本第三者割

当増資によって、当社の信用力の向上及び自動露光装置事業の更なる拡大が期待される等、当

社の企業価値の更なる向上に資するものと考えており、本第三者割当増資による発行数量及び株

式の希釈化の規模は合理的であると判断しております。 



 

8 
 

 

６．割当先の選定理由等 

 

（１）割当先の概要（平成22年３月31日時点）  

 

① 商号  ウシオ電機株式会社 

② 本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 菅田 史朗 

④ 事業内容 光応用製品事業並びに産業機械及びその他事業 

⑤ 資本金の額  19,556,326,316円 

⑥ 設立年月日  昭和39年３月23日 

⑦ 発行済株式数  139,628,721株 

⑧ 事業年度の末日  ３月31日 

⑨ 従業員数  4,732名（連結） 

⑩ 主要取引先  日本精工(株)、イビデン㈱、国際商事㈱、プランゼージャパン㈱ 

⑪ 大株主及び持株比率 

氏名又は名称 住所 所有株式

数（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％） 

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目１１

番３号 

9,431,300 6.75%

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番

１１号 

 7,344,100 5.25%

株式会社三菱東京UFJ銀
行 

東京都千代田区丸の内２丁目

７番１号 

6,663,322 4.77%

ガバメント オブ シンガ

ポール インベストメン

ト コーポレーション ピ
ー リミテッド 

東京都中央区日本橋３丁目１

１番１号（常任代理人） 

6,358,269 4.55%

オーエム04 エスエスビ

ー クライアント オムニ

バス 
 
 
 

東京都中央区日本橋３丁目１

１番１号（常任代理人） 

4,651,421 3.33%
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氏名又は名称 住所 所有株式

数（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％） 

アールービーシー デク

シア インベスター サー

ビシーズ トラスト, ロン

ドン レンディング アカ

ウント 

東京都千代田区永田町２丁目

１１番１号（常任代理人） 

4,501,000 3.22%

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目

６番１号 

4,477,100 3.20%

ニッセイ同和損害保険株

式会社 

大阪府大阪市北区西天満４丁

目１５番１０号 

3,964,121 2.83%

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２

丁目２番１号 

3,616,109 2.58%

牛尾 治朗 東京都大田区 ３,201,415 2.29%

計 ― 54,208,157 38.82%

上記のほか、自己株式が6,082,263株あります。 

 

⑫ 主要取引銀行   株式会社りそな銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行 

⑬ 当社との関係等 

a 資本関係   割当先は当社の普通株式303,900株（発行済株式総数の

4.71%）を保有しております。 

b 人的関係   該当事項はありません。 

c 取引関係   当社は、自動露光装置製造用の紫外線ランプを割当先よ

り仕入れております。（第26期、425，744，550円） 

d 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 
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⑭ 最近３年間の業績（連結） 

 平成20年３月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

純資産（百万円） 162,092 145,774 156,685

総資産（百万円） 216,659 184,401 202,119

1株当たり純資産（円） 1,177.77 1,083.63 1,162.26

売上高（百万円） 148,148 120,846 119,079

営業利益（百万円） 20,050 8,963 7,262

経常利益（百万円） 23,319 9,991 9,290

当期純利益（百万円） 15,486 3,481 7,071

1株当たり当期純利益（円） 112.96 25.76 52.95

1株当たり配当金（円） 24 20 20

※当社は、割当予定先が株式会社東京証券取引所市場第一部に上場していること、及び

割当予定先に対する直接の確認により、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は

詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人そ

の他の団体（以下「特定団体等」といいます。）ではなく、かつ、特定団体等と何らの

関係も有していないものと判断しております。 

 

（２）割当先を選定した理由 

 

当社は、当社の置かれている現状と今後の事業展開を踏まえ、当社の企業価値が最大限向上

できる提携先を模索してまいりました。そうした中で、ウシオ電機は中長期的な視点に立脚した企

業支援を行う理念を持った企業グループである点や当社の経営方針や今後の事業戦略に前向き

な理解・姿勢を示していただきました点を踏まえ、ウシオ電機は、当社にとって最善のビジネスパー

トナーになり得るものと考え、ウシオ電機を割当先に選定いたしました。 

ウシオ電機は、本第三者割当増資後、当社の筆頭株主となりますが、現時点では、役員の受入

予定は未定でありますが、取締役会の人員構成の過半数を超えることはないことを両社間で確認

しており、企業経営の独立性は確保できると考えております。 

また、本第三者割当増資後の株式保有割合は、25％未満であり、株主総会の議決権に与える

影響は限られていること、本資本業務提携の目的は両社のシナジー効果の最大化が目的であり

当社の企業支配が目的ではないことを両社で確認しており、企業経営の独立性は確保できると考

えております。 

さらに、本第三者割当増資後、当社はウシオ電機の持分法適用会社になりますが、本資本業務

提携の目的は、両社のシナジー効果の最大化であることが両社間で確認されており、当社の独立

性を損なうものではなくその観点からも本第三者割当増資の割当先としてウシオ電機は適切である

と判断しております。 
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（３）割当先の保有方針 

 

本第三者割当増資におきまして、当社といたしましては、中期的（概ね３～５年）もしくは長期的

（概ね５年以上）な観点から当社株式を保有していただける割当先の選定を行ってまいりました。 

ウシオ電機からは原則として中長期的な観点からの保有方針であると伺っております。 

また、当社は、割当先から、払込期日から２年以内に割当株式の全部又は一部を譲渡する場合

には、譲渡を受ける者の氏名又は名称、住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由及び

譲渡の方法等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社大阪証券取引

所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて同意する旨の内諾を

受けております。 

 

（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 

 

本第三者割当増資による新株式発行の払い込みに要する資金につきましては、割当先に十分

な資金がある旨を割当先の書類により確認しており、当社は本第三者割当増資による新株式発行

の払込みに確実性があると判断しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（平成22年3月31日現在） 募集後 

（株）ミズタニ 17．36％ ウシオ電機㈱ 23．80％ 

水谷 軍司 9．29％ （株）ミズタニ 13．89％ 

水谷 舞 5．73％ 水谷 軍司 7．44％ 

水谷 由美子 5．73％ 水谷 舞 4．59％ 

ウシオ電機㈱ 4．80％ 水谷 由美子 4．59％ 

アドテックエンジニアリング

従業員持株会 

3．70％ アドテックエンジニアリング

従業員持株会 

2．96％ 

水谷 千代子 3．60％ 水谷 千代子 2．88％ 

赤松 剛 1．87％ 赤松 剛 1．50％ 

（株）北越銀行 1．58％ （株）北越銀行 1．26％ 

東京海上日動火災保険㈱ 1．58％ 東京海上日動火災保険㈱ 1．26％ 

三菱ＵＦＪキャピタル㈱ 1．58％ 三菱ＵＦＪキャピタル㈱ 1．26％ 

（注）１．平成 22 年３月 31 日時点の株主名簿を基準として、総議決権数に対する所有議

決権数の割合を記載しております。 
   ２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は小数第３位を四捨五入しております。 
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８．今後の見通し 

 

本件により、当社グループ全体の信用力及び収益力の向上に繋がるものと考えておりますが、

現時点では、当社の平成22年9月期の業績に与える影響は未確定でありますので、判明次第速や

かに開示いたします。 

 

（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 

本第三者割当増資は、①希釈化率が25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな

いことから、大阪証券取引所の定める「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する規則の特例」

第２条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

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 

 平成19年9月期 平成20年9月期 平成21年9月期 

売上高（円） 9，305，169 10，200，339 4，239，759

営業利益（千円） 721，674 744，850 △851，089

経常利益（千円） 638，720 651，114 △909，760

当期純利益（千円） 402，002 421，383 △557，328

1株当たり当期純利益（円） 62．33 65．79 △87．95

1株当たり配当金（円） 15 15 －

1株当たり純資産（円） 743．85 801．22 697．79

 

（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22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 6，450，000株 100％

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
0株 0％

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
0株 0％

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
0株 0％
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（３）最近の株価の状況 

 

① 最近３年間の状況 

 平成19年9月期 平成20年9月期 平成21年9月期 

始値 1,546円 532円 279円

高値 1,552円 555円 282円

安値 485円 271円 121円

終値 529円 285円 199円

 

② 最近６か月間の状況 

 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

始値 282円 215円 309円 300円 305円 415円

高値 288円 310円 309円 344円 416円 415円

安値 201円 205円 278円 290円 282円 365円

終値 220円 293円 300円 300円 414円 396円

 

③ 発行決議日（又は前日）における株価 

 平成22年5月18日現在 

始値 280円

高値 283円

安値 273円

終値 273円

 

（４）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。 

 

以 上 


