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第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 23 年 2 月 11 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。 

なお、今回の第三者割当による新株発行に伴い、主要株主の異動が見込まれるため、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 

 

発行要領 
（１）発行新株式数        普通株式     3,200 株 
（２）発行価額          １株につき金    9,500 円 
（３）発行価額の総額              30,400,000 円 
（４）資本組入額         １株につき金   4,750 円 
（５）資本組入額の総額            15,200,000 円 
（６）募集又は割当方法      第三者割当の方法による 
（７）申込期日          平成 23 年 2 月 28 日（月） 
（８）払込期日          平成 23 年 2 月 28 日（月） 
（９）割当先及び割当株式数    東神電気株式会社  3,200 株 
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１. 増資の理由 

当社は、液晶パネルやタッチパネル、有機ELディスプレイなどFPD（フラットパネルディ

スプレイ）の製造工程における製造装置並びに検査装置を開発・製造し国内外の液晶パネル

製造メーカーなどへ販売する事業を中心として、事業の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製造装置を納品し医療機器分野へも進出いたしまし

た。 

昨年末には国内液晶メーカーの大型投資の発表が続き、タッチパネルの製造装置の需要は

益々旺盛になっており、今後の大口受注が見込まれております。 

このような状況において、当社は着実な成長に向けての今後の事業展開としては、有機

ELを利用した照明の製造分野への展開を進めております。 

この事業展開を強力に推し進めるため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）、

LED 照明を販売し、本社は関西にあり、支店 2拠点、工場 5拠点を擁しています。今後、照

明事業を中心とした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） 

    28,000,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

   上記の手取概算額 28,000,000 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 23 年 3 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。 
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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 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

売上高 505,821 1,394,875 1,484,638 

営業利益 △199,813 129,682 123,819 

経常利益 △198,746 59,554 38,676 

当期純利益 △204,581 56,829 81,104 

１株当たり当期純利益（円） △5,645.20 1,549.85 1,730.29 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産（円） 3,456.90 5,322.03 7,833.60 

 

（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 47,390 株 100.0％

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 
－ －

（３）最近の株価の状況 

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

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

始値 16,450 11,100 11,680

高値 28,500 14,300 15,250

安値 9,990 3,650 9,990

終値 11,100 12,100 13,800

 

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

 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 

始値 11,680 10,870 10,510 8,800 9,770 9,030

高値 12,500 12,500 10,880 10,950 10,000 12,750

安値 10,500 10,210 7,410 7,500 9,000 9,000

終値 11,470 10,210 9,250 9,800 9,180 11,160

 

 ③発行決議日前営業日における株価 （単位：円） 

 平成 23 年２月 10 日現在 

始値 10,350

高値 10,350

安値 10,010

終値 10,040

※直近の売買成立日（平成 23 年２月 10 日）の株価を記載いたしました。 
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（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 23 年２月 14 日 

資金調達の額 27,500,000 円（発行価格：9,500 円）（差引手取概算額）

募集時点における発行済株式総数 47,390 株 

当該増資における発行済株式総数 3,200 株 

募集後における発行済株式総数 50,590 株 

割当先及び割当株式数 東神電気株式会社     3,200 株 

 

（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 ・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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・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 47,390 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 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 21 年９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 22 年６月 24 日 

資金調達の額 500,000 円 

募集時点における発行済株式総数 47,340 株 

当該増資における発行済株式総数 47,390 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 22 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 

 

４．大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 22 年 12 月 31 日現在） 募集後 

グロースファンド 10 号        16.88％ グロースファンド 10 号        15.81％ 

株式会社一や             6.33％ 東神電気株式会社          11.86％ 

東神電気株式会社           5.90％ 株式会社一や             5.93％ 

ＦＰ・Ｌ－２号投資事業組合      4.43％ ＦＰ・Ｌ－２号投資事業組合      4.15％ 

グロースファンド１号         4.22％ グロースファンド１号         3.95％ 

スリープログループ株式会社      4.22％ スリープログループ株式会社      3.95％ 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 3.58％ ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 3.36％ 

那須 郁雄                 3.24％ 那須 郁雄                 3.04％ 

岡本 和久                 3.16％ 岡本 和久                 2.97％ 

ＭＳ投資事業組合３号         2.11％ ＭＳ投資事業組合３号         1.98％ 

岡本 真央              2.11％ 岡本 真央              1.98％ 

※ 募集後の持ち分比率は、平成 22 年 12 月 31 日現在の発行済み株式総数 47,390 株に、本第三

者割当増資で増加する 3,200 株を加算した 50,590 株をもとに算出しております。 

 

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 23 年 6 月期の業績に与える影響は軽微であります。平成 23
年 3 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。 
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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 22 年 11 月 11 日から平成 23 年２月 10
日まで）の札幌証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値である

9,883.56 円を参考として 9,500 円（ディスカウント率 3.9％）といたしました。  
当社取締役会といたしましては、昨今の不安定な株式市場や、当社の株価が直近で大きく

変動していることを考慮し、公正な発行価額を決定する上で、取締役会決議日の前日という

特定日の株価を使用するよりは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

として客観性が高いと判断し、発行価額を直近３ヶ月の平均株価を参考として 9,500 円とい

たしました。この発行価額については、当社監査役も全員一致で妥当と判断しております。 
なお、当該発行価額は、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

準拠した方法により算定しております。 また、これにより算定した発行価額については、

会社法 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。

当該判断に当たっては、弁護士のアドバイスを受けております。 
 

（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 

今回の第三者割当増資により、現在の当社の発行済株式総数の6.7％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 8,594 百万円 

⑨総資産 11,263 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 ㈲寺岡興産 13.6% 寺岡龍彦 11.5%  寺岡龍朗 6.5%

（財）東神育英奨学会 5.7% 小寺新吉 4.8% 

⑭主要取引銀行 三菱東京 UFJ 銀行 

資本関係 同社は当社の株式 2,800 株を保有して

おります。 

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 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 

売上高 8,362 7,531 7,113

営業利益 226 183 142

経常利益 424 268 267

当期純利益 218 157 143

１株当たり当期純利益（円） 72 52 47

１株当たり配当金（円） 10 10 10

１株当たり純資産（円） 2,794 2,826 2,864

（注）１.割当予定先の内容の欄は平成 23 年１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 23 年１月 31 日現在におけるものであります。 
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（２）割当先を選定した理由 

割当先である東神電気株式会社は、従前から当社の大株主で、創立が昭和 22 年と長い歴

史をもつ架線金物メーカーのパイオニア企業であり、本社が関西、支店 2拠点、工場 5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、次世代照明（LED 照明・有機 EL 照明）の業容拡大に向けた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、割当先に十分な資金がある旨を割当先より受領した預金残高の確認資料に基づき確

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に確実性があると判断してお

ります。 

なお、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、当社は、

割当先との間において、割当株式の発行日より２年間において、当該割当株式の全部または

一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名、住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、

譲渡の理由及び譲渡方法等を当社に直ちに書面にて報告すること、当社が、当該報告に基づ

く報告を証券会員制法人札幌証券取引所に行い、当該報告の内容が公衆の縦覧に供されるこ

とに同意することについて、確約書を締結する予定です。 
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Ⅱ. 主要株主の異動について  

 

１．異動の経緯  

上記の内容である、第三者割当による新株発行に伴い、主要異動が見込まれるものであり

ます。  

 

２．新たに主要株主に該当することとなった株主の名称等  

①名 称        東神電気株式会社 

②本店所在地     大阪府大阪市淀川区新高一丁目３番８号  

③代表者の役職氏名  代表取締役 寺岡 龍彦 

④主な事業内容    架線金物卸売業 

 

３．当該株主の議決権の数、所有株式数及び総株主の議決権の数に対する割合  

・東神電気株式会社  

 議決権の数 
議決権の所有割合 

（注） 
大株主順位 

異動前 

（平成22年12月31日）

2,800個 

（2,800株） 
5.90% 第３位 

異動後 
6,000個 

（6,000株） 
11.86% 第２位 

（注）  異動前の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成22年12月31日現在の 総株主の  

議決権47,390個を基準としております。また、異動後の総株主の議決 権の数に対する所 

有割合は、異動前の総株主の議決権の数に対する所有割合の算定に際して用いた議決権の 

数47,390個に平成23年２月28日発行予定の第三者割当による新株発行の数3,200個を加え 

た50,590個を用いて算出しております。  

 

４．異動予定年月日 平成23年２月28日  

 

５．今後の見通し  

当該異動による当社業績への影響はありません。 

以上 


