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平成 25 年３月１日 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第三者割当による新株式発行及び 

主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年３月１日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者

割当」といいます。）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、代表取締役

社長である菅原雅史は、特別利害関係者のため、決議には参加いたしておりません。 

また、本第三者割当により、当社の主要株主である筆頭株主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． 普通株式の発行募集の概要 
１． 募集の概要 

(1) 払込期日  平成25年３月18日  

(2) 発行新株式数  1,282株  

(3) 発行価額  1株につき27,300円  

(4) 払込金額の総額  34,998,600円  

(5) 資本組入額  1株につき13,650円  

(6) 資本組入額の総額  17,499,300円 

(7) 募集又は割当方法 (割当

先) 

第三者割当の方法により、以下の割当先に対して以下の

株式数を割り当てます。  

菅原 雅史  1,282株 

(8) その他  詳細は別紙1(普通株式発行要項)をご覧下さい。  

 

２. 募集の目的及び理由  

（1） 本第三者割当の目的及び理由  

 当社は、平成20年４月期に３億７百万円の純損失を計上して以降、リーマンショックをきっかけと

した世界的な信用収縮・金融不安による企業業績悪化も影響して、平成23年４月期を除く４期におい

て経常損失を計上しました。この間、財務体質改善のため退職者の募集や役員報酬・賞与のカット、 
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従業員の給与・賞与のカットによる人件費削減も含めた大幅な経費削減策を断行しました。しかしな

がら、一昨年３月11日に発生した東日本大震災によるサプライチェーンの混乱の影響や、その後の欧

州における財政危機などにより景気が低迷する中、当社の属する半導体業界においてはデジタル製品

のコモデティ化による価格下落の影響等により、国内の設備投資意欲は低調に推移し、国内売上高は

伸び悩み、海外においても引き合いはあるもののサンプル検証やデモンストレーションに要する期間

が長期間に及ぶなど、実際の受注に結びつくまでに時間がかかっていることなどから、業績が回復せ

ず、当社は、当第２四半期累計期間においても四半期純損失182,681千円を計上し、21,020千円の債務

超過となりました。これにより、当事業年度末において長期借入金430,316千円に付されている純資産

額に関する財務制限条項に抵触する可能性があります。 

また、当社株式は、平成24年６月における月間平均時価総額及び月末時価総額がいずれも３億円未

満となりました。東京証券取引所有価証券上場規程第603条第１項第５号aでは、「月間平均時価総額」

または「月末時価総額」が所要額に満たない場合において、９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業

計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に東京証券取引所

に提出しない場合にあっては、３ヶ月）以内に所要額以上とならないときは上場廃止となります。こ

の状況を踏まえ、当社は、事業の現状、今後の展開につきまして、平成24年９月26日に東京証券取引

所に対し、同社有価証券上場規程第603条第１項第５号ａに定める書面を提出しております。本書面を

提出したことによって、平成25年３月31日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末

時価総額が時価総額基準の金額以上になったときは、有価証券上場規程第603条第１項第５号ａに該当

しないことになります。 

当社は、上記の期限まで１ヶ月足らずとなった今、早急に債務超過の解消、財務制限条項の抵触へ

のおそれの解消及び上場廃止基準の時価総額を上回ることを目指し株式上場を維持するため、今回の

第三者割当増資を決定いたしました。 

 

（2）本第三者割当による資金調達を選択した理由  

上記「２. 募集の目的及び理由 (１)本第三者割当の目的及び理由」に記載の通り、当社は、数年来

経常損失を継続しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており、さらに財務状況の悪

化が続くことになれば、債務超過や財務制限条項への抵触のリスクを回避することが困難と思われ、

更なる信用不安リスクを抱えることになります。 

当社は、これらのリスクを払拭したうえ、今後の資金繰りの安定化を図る必要があるとの認識で、

資金調達の手段について検討を重ねてまいりました。その結果、短期間での安定的な資金調達が可能 

である第三者割当増資の方法によることが最適であり、当社の代表取締役である菅原雅史を割当先と

することが最善と判断いたしました。 

 

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      34,998,600 円 

発行諸費用の概算額   3,000,000 円  

差引手取概算額      31,998,600 円 

調達資金の入手時期 平成25年３月18日 



                                

3 

 

(注) １. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登記関連費用、公告の調査費及び当社主幹

事証券会社へのアドバイザリー費用等であります。 

                                      

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期  

上記差引手取概算額31,998,600円は、下記のとおり充当する予定であります。 

具体的な使途 金額（円） 支出予定時期 

① 新規顧客ニーズに対応した基板Ａ

ＶＩの研究開発費 
10,000,000 平成25年４月～平成25年12月 

② 海外事業拡大のための投資費用 

（販売強化のためのデモ機製作及び現

地法人立ち上げ費用等） 

10,000,000 平成25年４月～平成25年12月 

③ 運転資金（人件費、経費等の支払） 11,998,600  平成25年４月～平成25年12月 

  （注）上記支出予定時期までの資金管理につきましては、銀行預金として管理する予定であり 

ます。 

 

４. 資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当増資における調達資金については、上記「3．(2)調達する資金の具体的な使途及び支出

予定時期」に記載のとおり、今後の営業活動を加速させるべく、現在、特に海外でニーズが高まってい

るフレキシブル基板（FPC）向け最終外観検査装置（AFVI）と次世代向けのハイエンドＡＶＩの開発を

推進するための費用として充当いたします。また、海外事業拡大のためのインフラ整備の一環として台

湾における現地法人の立ち上げ、販売強化のためのデモ用装置製作用としての投資費用に充当させると

ともに、当面、当社の事業の継続性を確保する目的で運転資金に充当する予定であります。 

調達した資金を事業において効果的に利用することで中長期的な企業価値の向上に資するものであり、

かかる資金使途は合理的であると判断しております。  

 

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  

本第三者割当増資による本株式の払込金額は、本第三者割当増資にかかる取締役会の決議日の直前営

業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（以下「終値」といいます。）である27,300 

円として、ディスカウントを設けないことといたしました。 

当社代表取締役社長菅原雅史は、当社の財政状態について経営責任を負っているため、ディスカウン

トを設けないことを第一に検討することを前提としました。そして投資家の現在の当社に対する評価を

最も適正に反映していた本件取締役会決議日の直前営業日の終値で発行することにより、既存株主の権

利を侵害することなく、発行目的を実現できるものと判断いたしました。 

 この払込金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」の「取締役会決

議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額）に

0.9を乗じた額以上の価額であること。ただし、直近日または直前日までの価額または売買高の状況等

を勘案し、当該決議の日から払込金額を決定するために適当な期間（最長６ヶ月）をさかのぼった日か 
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ら当該決議の直前日までの間の平均の価額に0.9を乗じた額以上の価額とすることができる。」との規

程の範囲内のものであり、本第三者割当の目的や割当先の保有方針等も勘案すると、本第三者割当の発

行価額については、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。また、本第三者割当に係る取締役会決議の直前営業日までの１ヶ月間（平成25年２月１日か

ら平成25年２月28日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値26,732円と比較

して2.12％のプレミアム、当社３ヶ月の終値の平均値25,091円と比較して8.80％のプレミアム、当社の

６ヶ月の終値の平均値24,493円と比較して11.46％のプレミアムであります。 

また、平成25年３月１日開催の取締役会に出席した監査役３名（３名とも社外監査役）からは、当該

判断に対して、当社監査役会が、監査役全員の賛成をもって、①当社の事業環境、財務状況及び資金調

達の必要性、②本件取締役会決議日の直前営業日の終値と同一であり、当社の直近の状況が反映されて

いると考えられること及び③上記発行価額は上記日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する

指針」に準拠して決定されたものであることに鑑みて、有利発行に該当しないとの意見であることを確

認した旨の報告を得ております。 

  

 

(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  

本第三者割当により、1,282 株の普通株式が発行され、発行新株にかかる議決権数を発行済株式の議

決権数で除した議決権の希薄化率は12.02％となり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432

条で定める希薄化率 25％の第三者割当増資に該当いたしませんが、一定程度の希薄化が生じることにな

ります。 

しかしながら、当社の取締役会としては、当社が、平成 20 年４月期以降、平成 23 年４月期を除く毎

期の純損失計上により、自己資本が大きく毀損した状態となっており、当社事業を継続し、また中期的

な外部環境要因の変化に耐えうる経営体質とするためには、自己資本をできる限り充実させ、財務体質

の抜本的な改善が必須であると考えており、前述「２. 募集の目的及び理由（１）本第三者割当の目的

及び理由、（２）本第三者割当による資金調達を選択した理由」にも記載したとおり、今回の新株式発

行による資金調達ができない場合は、さらに財務状況の悪化が続くことになり、債務超過や財務制限条

項への抵触のリスクを回避することが困難と思われ、更なる信用不安リスクを抱えることになり、上場

廃止のリスクが解消されない可能性が高まり、当社が考える今後の事業展開に支障をきたすことが予想

されます。 

このように、本第三者割当による株式の発行に伴って一定程度の希薄化が生じることとなりますが、

本第三者割当を実施することにより、成長戦略の基盤となる開発案件への設備投資、販売強化及び将来

にわたり当社の事業の継続性を確保する目的で運転資金に投下することが可能となり、当社の今後の業

績回復と信用力及び企業価値の向上が期待されることから、本第三者割当による発行数量及び株式の希

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. 割当予定先の選定理由等  

(1) 割当予定先の概要    

（１） 氏名 菅原 雅史 

（２） 住所 秋田県仙北市 

（３） 職業の内容 会社役員 

資本関係 当社普通株式1,436株を保有しております。 

人的関係 当社代表取締役社長 

取引関係 当社は菅原雅史から当社銀行借入金に対する債務

保証として96百万円（平成25年１月31日時点）の

債務保証を受けております。 

 

 

（４） 

 

 

当社との関係 

関連当事者への

該当事項 

菅原雅史は当社代表取締役であり関連当事者に該

当します。 

 

（注）当社は、当社代表取締役社長菅原雅史について、反社会的勢力と一切関係ないことを確認してお

り、東京証券取引所に対し、反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を提出しております。

さらに当社はコーポレートガバナンスの反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整

備状況に記載のとおり、当社役員は反社会的勢力や団体に対して一切の関係を持ちません。 

 

(2) 割当予定先を選定した理由  

増資における割当先を選定するにあたり、当社が事業を安定継続できる経営環境の再建に向けて、当 

社の経営の基本的な方針について十分理解が得られ、その上で支援いただける投資家が第一と考えてお

ります。 

割当予定先である菅原雅史氏は、当社代表取締役社長であり、当社の創業者であります。 

経営方針や戦略の決定をはじめ、主要な取引先へのトップセールスなど、当社事業において極めて 

重要な役割を果たしております。菅原氏は当社代表取締役として当社が債務超過の解消、財務制限条項

の抵触へのおそれの解消及び上場廃止基準の時価総額を上回ることを目指して、株式上場を維持するた

め、少しでも経営責任を明確にするためにも、本人から本第三者割当の引き受けに関しての申し出があ

り、当社としても、代表取締役としての経営責任を明確にする必要があると考え、菅原氏を割当予定先

として選定したものであります。 

 
(3) 割当予定先の保有方針    

割当予定先である菅原雅史氏は、割当新株に関し、長期保有の意向を表明しております。 

また、当社は株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第429条の定めに基づき、割当予定

先が払込期日から２年以内において、割当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、譲渡の方法等の内容を直ちに書面に

て当社へ報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該

報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、割当予定先から払込期日までに確約書を

得る予定であります。 
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(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   

当社は割当予定先である菅原雅史氏から、払込期日に全額の払込みを行うことが十分に可能である

旨の表明を得ております。また、菅原雅史氏が払い込むべき資金全額を含む相当の資金が預金口座に

確保されていることを預金通帳の写しにより確認しており、また同氏より当該資金は自己資金である

旨確認しております。 

 

７. 第三者割当後の大株主及び持株比率  

第三者割当前(平成24年10月31日現在)  第三者割当後  

松本 富吉 13.84％ 菅原 雅史 22.75％

菅原 雅史 13.47％ 松本 富吉 12.36％

小林 晃 7.11％ 小林 晃 6.35％

高橋 秋男 ※ 7.08％ 高橋 秋男 ※ 6.32％

池野 照雄 2.11％ 池野 照雄  1.88％

株式会社ラプラス 1.97％ 株式会社ラプラス  1.76％

塩野 俊司 1.50％ 塩野 俊司  1.34％

冨岡 喜榮子 1.39％ 冨岡 喜榮子  1.24％

インスペック従業員持株会 1.30％ インスペック従業員持株会  1.16％

小柳 昌之 1.30％ 小柳 昌之  1.16％

    ※ 株主である高橋秋男氏から平成25年２月14日付で提出された大量保有報告書により、平成 

25年２月８日現在で、755株を所有している旨の報告を受けており、同氏の第三者割当前並び

に第三者割当後の持株比率は、平成25年２月８日現在の株数に基づき算出しております。 

 

８. 今後の見通し  

本第三者割当の発行により、自己資本の増強及び財務体質の改善を図ることができるものと考えて

おります。また、本第三者割当の発行による今期業績への影響は軽微と考えておりますが、今期を含

めた今後について影響が出る場合にはわかり次第お知らせいたします。 

 

（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 

 本第三者割当は、①希薄化率が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（新

株予約権または取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるもの

ではないこと）から、東京証券取引所の定める「上場規程」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きは要しません。 
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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(個別)  

 平成22年4月期 平成23年4月期 平成24年4月期  

売上高(百万円)  554 742 547 

営業利益(百万円)  △224 10 △165 

経常利益(百万円)  △205 49 △140 

当期純利益(百万円)  △251 40 △140 

1株当たり当期純利益(円)  △23,615.38 3,772.18 △13,132.11 

1株当たり配当金(円)  ― ― ― 

1株当たり純資産(円)  24,520.91 28,293.09 15,160.98 

 

(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24年10月31日現在) 

 株式数  発行済株式数に対する比率  

発 行 済 株 式 数  10,663株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

   ※ 平成24年10月31日現在において、潜在株式はありません。  

 

(3) 最近の株価の状況  

① 最近3年間の状況  

 平成22年４月期  平成23年４月期  平成24年４月期  

始 値  12,100円 39,850円 48,500円 

高 値  46,000円 71,000円 70,700円 

安 値  11,600円 20,500円 22,700円 

終 値  39,900円 48,400円 33,000円  

 

② 最近6か月間の状況  

 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

始 値  24,160円 22,800円 22,900円 27,140円 22,900円 25,760円 

高 値  25,200円 25,000円 31,450円 28,680円 28,900円 29,600円 

安 値  22,700円 21,500円 21,500円 21,600円 22,500円 25,000円 

終 値  22,700円 22,600円 27,140円 22,900円 24,850円 27,300円 
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③ 発行決議日前営業日株価  

 平成25年２月28日 

始 値  27,300円

高 値  27,300円

安 値  26,700円

終 値  27,300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。  

 

 

Ⅱ. 主要株主である筆頭株主の異動 

             

１. 異動が生じる経緯  

本第三者割当増資の割当先である菅原雅史氏は、本第三者割当増資により、新たに当社の主要株主

である筆頭株主となる見込みであり、当社の主要株主である筆頭株主の松本富吉氏は、本第三者割当

増資後には、当社の主要株主である筆頭株主に該当しなくなる見込みであります。 

 

２. 異動する株主の概要 

（1）新たに主要株主である筆頭株主となるもの 

名称： 菅原雅史（当社代表取締役社長）   

その他、異動する株主の概要につきましては、上記｢Ⅰ.6.(1)割当予定先の概要｣をご参照下さい。  

 

（2）主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主 

    氏名：松本 富吉 

    住所：京都市中京区 

 

３. 異動前後における当該株主等の所有株式数及び議決権の数並びに総株主等の議決権の数に対する割合 

①菅原雅史 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主等の議決権の数に 

対する割合  

大株主順位  

異動前 
1,436個 

               (1,436株)
13.47％ 第２位 

異動後 
2,718個  

               (2,718株) 
22.75％ 第１位 

 

 

 

 



                                

9 

 

②松本富吉 

 議決権の数  

(所有株式数) 

総株主等の議決権の数に 

対する割合  

大株主順位  

異動前 
          1,476個  

               (1,476株) 
13.84％ 第１位 

異動後 
         1,476個  

                (1,476株)
12.36％ 第２位 

（注）異動前の総株主等の議決権の数に対する割合については、平成24年10月31日現在の普通株主に 

係る発行済株式総数（10,663株）より算出しております。 

移動後の総株主等の議決権の数に対する割合については、平成24年10月31日現在の普通株主に 

係る発行済株式総数（10,663株）に第三者に割当てる本新株式（1,282株）を加えた数（11,945  

株）を用いて算出しております。 

 

４. 異動予定年月日  

平成25年３月18日 

 

 

５. 今後の見通し  

今回の主要株主である筆頭株主の異動に伴う業績への影響はありません。  
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別紙1 

 

普通株式発行要項  

１. 募集株式の種類  

普通株式  

２. 募集株式の数  

1,282株  

３. 募集株式の払込金額(発行価額)  

  27,300円   

４. 募集株式の払込金額の総額  

34,998,600円 

５. 増加する資本金及び資本準備金の額  

資本金   17,499,300円 

資本準備金 17,499,300円 

６. 募集方法  

第三者割当の方法により、以下の割当先に対して、以下の株式数を割り当てる。  

     菅原雅史    1,282株   

７. 払込期日  

平成25年３月18日  

８. 詳細の決定  

その他本普通株式の発行に必要な一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指名する者に一任する。  

９. その他  

本普通株式の発行は、以下を前提条件とする。  

上記株式を割り当てた者から申込みがない場合は、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利は 

消滅します。 

以上  

 

 

 


