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平成 23 年 12 月５日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 や ま び こ 

代表者名 代表取締役社長  永尾 慶昭 

（コード ６２５０ 東証第一部） 

問合せ先 総 務 部 長    西  正信 

（ＴＥＬ ０４２８－３２－６１１１） 

 

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 12 月５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る自己株式の処

分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 

１．処分の概要 

（１）処分期日 平成 23 年 12 月 22 日 

（２）処分株式数 普通株式 489,600 株 

（３）処分価額 １株につき 910 円 

（４）資金調達の額 445,536,000 円 

（５）処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分予定先 農林中央金庫     270,000 株 

株式会社広島銀行     109,800 株 

極東開発工業株式会社 109,800 株 

（７）その他 上記各号につきましては、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とし

ております。 

 

２．処分の目的及び理由 

当社グループは、平成 20 年 12 月に経営統合にて発足しましたが、直前に発生したリーマンショッ

クによる世界的な景気後退や急激な円高の進行などの影響によって、２期連続で赤字を余儀なくされ、

財務体質も悪化しました。そのため、３期目にあたる平成 23 年３月期は、グループをあげて経営統

合シナジーの早期化のための活動を中心に拡販や製造コストの低減、また、あらゆる項目での経費削

減などに取り組み、業績回復を果たすことができました。 

しかし、円高の進行や市場競争の激化など、当社グループを取巻く経営環境は厳しさを増していま

す。そのような中で当社グループは、平成 26 年３月期までの三ヵ年を、環境の変化に対応しながら、

統合シナジーの最大化を完結させて着実な成長を果たすとともに、次なる成長フェーズに向けた体制

整備期間と位置付け、「中期経営計画 2014」を策定しました。当社グループは、引き続き国内外での

市場競争力を高めて事業規模を拡大するとともに、より強固な利益体質を構築して「中期経営計画

2014」を達成し、財務体質の強化と安定した収益基盤の構築を図ります。 

ついては、そのための生産能力の増強や生産体制の再構築、製品開発力の強化など、諸施策の推進

や売上の拡大に伴う資金調達の安定化、および将来を見据えた新規事業領域への展開などの観点から、

今般、割当予定先との関係強化を図ることが当社グループの中長期的な成長に資すると考え、第三者

割当による自己株式処分を行うことといたしました。 
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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 

①払込金額の総額 445,536,000 円 

②発行諸費用の概算額 1,800,000 円 

③差引手取概算額 443,736,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的使途 

上記差引手取概算額 443,736,000 円につきましては、平成 23 年 12 月 22 日以降、原材料仕入資

金等の運転資金に全額充当することを予定しております。 

なお、支出までの資金管理は、当社預金口座にて行います。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回の自己株式の処分により調達する資金は、当社のより円滑な業務運営に資することとなります

ので、当社の企業価値の向上、ひいては既存株主への利益にもつながると考えられ、当該資金の使途

には合理性があるものと考えております。 

 

５．処分条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

処分価額につきましては、今回の第三者割当による自己株式の処分に係る取締役会決議の前営業

日である平成 23年 12月２日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 910円とい

たしました。 

当該処分価額（910 円）については、処分決議日の前営業日から直前１ヶ月間（平成 23 年 11 月

３日から平成 23 年 12 月２日まで）における当社株式の終値の平均株価は 889 円（乖離率 2.36％）、

直前３ヶ月（平成 23 年９月３日から平成 23 年 12 月２日まで）における当社株式の終値の平均株

価は 906 円（乖離率 0.44％）、直前６ヶ月（平成 23 年６月３日から平成 23 年 12 月２日まで）にお

ける当社株式の終値の平均株価は 921 円（乖離率▲1.19％）であり、いずれの期間におきましても、

特に有利な処分価額には該当していないものと判断しております。 

なお、当社監査役全員（４名、うち社外監査役２名）から、取締役会における上記算定根拠によ

る処分価額の決定は、当社株式の価値を表わす客観的な値である市場価格を基準にし、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」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及

び経営成績等を勘案し、適正かつ妥当であり、処分予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意

見を得ております。 

 

（２）処分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 

今回の処分数量489,600株は、当社発行済株式総数11,027,107株に対して4.44％（平成23年９月

30日時点の総議決権数94,023個に対する割合は5.21％）に相当し、株式の希薄化が生じることとな

りますが、流通市場への影響は軽微であると考えております。また、当社にとって重要取引先であ

る割当先との関係強化を図ることとなり、当社の企業価値向上に資するものと考えております。従

って、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。 
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６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要 

(１) 名称 農林中央金庫 

(２) 所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 13 番２号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表理事理事長 河野 良雄 

(４) 事業内容 銀行業 

(５) 資本金 ３兆 4,259 億円 

(６) 設立年月日 大正 12 年 12 月 20 日 

(７) 出資総口数 34,064,889 千口 

(８) 決算期 ３月 31 日 

(９) 従業員数 3,183 名（連結）（平成 23 年３月 31 日現在） 

(10) 主要取引先 
銀行業を中心に各種金融サービスを提供しており、多数の取引先を有しておりま

す。 

(11) 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 
当該会社は、当社普通株式 79,299 株（発行済株式総数の 0.72％）を保有してお

ります。（平成 23 年９月 30 日現在） 

 人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はあり

ません。 

 取 引 関 係 銀行取引 

 関連当事者への該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係会社は、

当社の関連当事者には該当しません。 

(12) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 21 年３月期 22 年３月期 23 年３月期 

連結総資産 62,593,968 68,676,723 69,833,882

連結純資産 2,492,768 3,956,092 4,259,837

1 口当たり連結純資産（円） 73.06 226.08 294.53

連結経常収益 1,429,247 1,268,037 1,081,805

連結経常利益 △616,656 76,620 104,718

連結当期純利益 △572,102 33,087 129,586

1 口当たり連結当期純利益（円） △134.38 7.77 28.41

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※上記処分予定先は、株式会社東京証券取引所の取引参加者であります。 

 

(１) 名称 株式会社広島銀行 

(２) 所在地 広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号 

(３) 代表者の役職・氏名 取締役頭取 角廣 勲 

(４) 事業内容 銀行業 

(５) 資本金 545 億 73 百万円 

(６) 設立年月日 昭和 20 年５月１日 

(７) 発行済株式数 625,266,342 株（平成 23 年３月 31 日現在） 
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(８) 決算期 ３月 31 日 

(９) 従業員数 3,371 名（連結）（平成 23 年３月 31 日現在） 

(10) 主要取引先 
銀行業を中心に各種金融サービスを提供しており、多数の取引先を有しておりま

す。 

(11) 大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.62％

（平成 23 年３月 31 日現在） 明治安田生命保険相互会社 3.04％

 日本興亜損害保険株式会社 2.66％

 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 2.65％

 日本生命保険相互会社 2.54％

 株式会社みずほコーポレート銀行 2.39％

 シーピー化成株式会社 2.10％

 住友生命保険相互会社 1.93％

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.83％

 東京海上日動火災保険株式会社 1.77％

(12) 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 
当該会社は、当社普通株式 78,298 株（発行済株式総数の 0.71％）を保有してお

ります。（平成 23 年９月 30 日現在） 

 人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はあり

ません。 

 取 引 関 係 銀行取引 

 関連当事者への該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係会社は、

当社の関連当事者には該当しません。 

(13) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 21 年３月期 22 年３月期 23 年３月期 

連結総資産 6,228,006 6,365,855 6,389,807

連結純資産 266,943 302,919 309,011

1 株当たり連結純資産（円） 383.15 441.69 451.60

連結経常収益 157,611 138,744 145,082

連結経常利益 13,997 19,220 24,663

連結当期純利益 7,188 11,079 13,776

1 株当たり連結当期純利益（円） 11.57 17.93 22.31

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※上記処分予定先は、株式会社東京証券取引所の上場会社であります。 

 

(１) 名称 極東開発工業株式会社 

(２) 所在地 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番 45 号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長最高執行責任者 筆谷 高明 

(４) 事業内容 特装車、省力機器、ごみリサイクル施設、立体駐車場装置などの製造・販売 

(５) 資本金 11,899 百万円（平成 23 年３月 31 日現在） 

(６) 設立年月日 昭和 30 年６月１日 
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(７) 発行済株式数 42,737,668 株（平成 23 年３月 31 日現在） 

(８) 決算期 ３月 31 日 

(９) 従業員数 2,169 名（連結）（平成 23 年３月 31 日現在） 

(10) 主要取引先 三菱ふそうトラック・バス㈱、いすゞ自動車㈱、東京二十三区清掃一部事務組合

(11) 主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 

(12) 大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.61％

（平成 23 年３月 31 日現在） 株式会社三井住友銀行 3.74％

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託みなと銀行

口） 
3.50％

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.04％

 宮原 幾男 2.67％

 極東開発共栄会 2.66％

 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 2.36％

 極東開発従業員持株会 2.15％

 シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップバリュ

ーポートフォリオ 
2.14％

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（トヨタ自動車口） 1.95％

(13) 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はあり

ません。 

 人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はあり

ません。 

 取 引 関 係 取引関係はありません。 

 関連当事者への該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係会社は、

当社の関連当事者には該当しません。 

(14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 21 年３月期 22 年３月期 23 年３月期 

純資産 54,731 52,359 52,892

総資産 90,999 85,298 88,118

１株当たり純資産（円） 1,377.46 1,317.78 1,331.22

売上高 72,116 54,071 57,686

営業利益 473 △2,571 1,195

経常利益 584 △2,595 1,251

当期純利益 △1,051 △2,427 882

１株当たり当期純利益（円） △26.24 △61.10 22.21

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※上記処分予定先は、株式会社東京証券取引所の上場会社であります。 
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（２）処分予定先を選定した理由 

① 農林中央金庫を割当予定先として選定した理由 

農林中央金庫は当社の取引銀行として、運転資金の融資を受ける等、財務活動をサポートして

いただいており、当社の事業展開や資金需要についてもご理解いただいております。本募集株式

を引き受けていただき、銀行による支援体制の強化を図ることで、当社の財務の安定化につなが

り、ひいては企業価値の向上に資すると考えられるため、農林中央金庫を本第三者割当の割当予

定先としたものです。 

② 株式会社広島銀行を割当予定先として選定した理由 

株式会社広島銀行は当社の取引銀行として、運転資金の融資を受ける等、財務活動をサポート

していただいており、当社の事業展開や資金需要についてもご理解いただいております。本募集

株式を引き受けていただき、銀行による支援体制の強化を図ることで、当社の財務の安定化につ

ながり、ひいては企業価値の向上に資すると考えられるため、株式会社広島銀行を本第三者割当

の割当予定先としたものです。 

③ 極東開発工業株式会社を割当予定先として選定した理由 

極東開発工業株式会社は、特装車を中心に、省力機器、ごみリサイクル施設、立体駐車場など

広範な産業用機械の製造・販売を主な事業内容とする会社であります。同社と当社とはこれまで

取引関係はありませんが、当社の一般産業用機械事業を中心に、両社が保有する特徴ある技術開

発力や生産体制、販売チャネルなどを活用した協業関係を構築してシナジーを生み出すための協

議を始めております。また、同社には当社の将来に対する事業展開等についてのご理解をいただ

いており、本募集株式を引き受けていただくことによって中長期視点で両社の事業拡大と企業価

値の向上に資すると考えられるため、極東開発工業株式会社を本第三者割当の割当予定先とした

ものです。 

 

（３）処分予定先の保有方針 

各処分予定先からは、本第三者割当増資により割り当てる株式の保有方針について、中長期に保

有する意向であることを口頭で確認しております。 

当社は、各処分予定先に対して、自己株式処分の期日(平成 23 年 12 月 22 日)から 2 年間につい

て、割当自己株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称及び譲渡株

式数等の内容を直ちに当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容等を株式会社東京証券取

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つき、確約書締結の予定で

あり内諾を得ております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

① 農林中央金庫 

農林中央金庫の平成 23 年３月期決算概況（平成 23 年５月 20 日公表）および平成 24 年３月期

半期決算概況（平成 23 年 11 月 18 日公表）に記載の経常収益、総資産額、純資産額、現金預け

金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みについて特段問題がないものと判断しており

ます。 

② 株式会社広島銀行 

株式会社広島銀行の直近の有価証券報告書（平成 23 年６月 30 日提出）および第２四半期報告

書（平成 23 年 11 月 14 日提出）に記載の経常収益、総資産額、純資産額、現金預け金等の状況

を確認した結果、本第三者割当の払込みについて特段問題がないものと判断しております。 
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③ 極東開発工業株式会社 

極東開発工業株式会社の直近の有価証券報告書（平成 23 年６月 29 日提出）および第２四半期

報告書（平成 23 年 11 月 11 日提出）に記載の売上高、総資産額、純資産額、現預金等の状況を

確認した結果、本第三者割当の払込みについて特段問題がないものと判断しております。 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

処分前 処分後 

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みず

ほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信

託銀行株式会社 

3.85％

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ

銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀

行株式会社 

3.85％

やまびこ従業員持株会 3.84％ やまびこ従業員持株会 3.84％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
3.51％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
3.51％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（中央三井アセット信託銀行再信託分・ＣＭ

ＴＢエクイティインベストメンツ株式会社

信託口） 

3.16％ 農林中央金庫 3.17％

株式会社横浜銀行 3.08％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（中央三井アセット信託銀行再信託分・ＣＭ

ＴＢエクイティインベストメンツ株式会社信

託口） 

3.16％

株式会社もみじ銀行 3.07％ 株式会社横浜銀行 3.08％

やまびこ取引先持株会 2.90％ 株式会社もみじ銀行 3.07％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 
2.64％ やまびこ取引先持株会 2.90％

日本生命保険相互会社 2.63％
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
2.64％

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 2.31％ 日本生命保険相互会社 2.63％

(注)１．平成 23 年９月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

２．当社所有の自己株式は、上記表には含まれておりません。 

 

８．今後の見通し 

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。 

（企業行動規範上の手続き） 

本第三者割当は、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、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規則第 432 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（連結）                          （単位：百万円） 

 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 

連結売上高 18,006 76,868 83,381
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連結営業利益 △1,183 176 2,887

連結経常利益 △967 △389 2,570

連結当期純利益 △2,586 △3,589 1,311

１株当たり連結当期純利益（円） △237.82 △329.73 123.01

１株当たり配当金（円） 14.0 30.0 35.0

１株当たり連結純資産（円） 2,694.95 2,353.77 2,510.901

平成 21 年３月期は、平成 20 年 12 月１日から平成 21 年３月 31 日までの４ヶ月間となっております。 

 

（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 23 年９月 30 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 11,207,107 株 100％

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
－株 －％

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
－株 －％

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 

始 値 920 円 1,132 円 1,150 円

高 値 1,220 円 1,482 円 1,181 円

安 値 622 円 780 円 575 円

終 値 1,148 円 1,151 円 1,007 円

 

② 最近６ヶ月の状況 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 

始 値 878 円 992 円 962 円 930 円 969 円 895 円

高 値 1,035 円 1,043 円 986 円 1,004 円 969 円 929 円

安 値 815 円 960 円 828 円 881 円 870 円 836 円

終 値 998 円 971 円 930 円 970 円 895 円 871 円

 

③ 処分決議前日における株価 

 平成 23 年 12 月２日 

始 値 924 円

高 値 924 円

安 値 901 円

終 値 910 円
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（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。 

 

10．処分要項 

（１）処分期日 平成 23 年 12 月 22 日 

（２）処分株式数 489,600 株 

（３）処分価額 １株につき 910 円 

（４）処分価額総額 445,536,000 円 

（５）処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分予定先 農林中央金庫       270,000 株 

株式会社広島銀行        109,800 株 

極東開発工業株式会社    109,800 株 

（７）処分後の自己株式数 945,823 株 

（上記処分後の自己株式数は、平成 23 年９月 30 日現在の自己株式数を基準としております。） 

 

以 上 

 

 


