
 

1 
 

             

News Release                                 

平成 25 年２月 25 日 

各位 

インフォコム株式会社 

東京都渋谷区神宮前２-34-17 

（JASDAQ コード番号：4348） 
 

第三者割当による自己株式の処分（現物出資）に関するお知らせ 
 

 

インフォコム株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長 竹原 教博、以下当社）は、平成 25 年２月 25

日開催の取締役会において、下記の通り第三者割当による自己株式の処分（現物出資）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。 

 

 

１． 処分の概要  

（１） 処分の期日 平成 25 年４月１日 

（２） 処分株式数 普通株式 200 株 

（３） 処分価額 １株につき 127,700 円 

（４） 資金調達の額 25,540,000 円 

※全額につき、現物出資となります。 

（５） 処分方法 第三者割当による処分 

（６） 処分予定先 ＡＪＳ株式会社 

（７） その他 

（払込財産の概要） 

平成 25 年１月 28 日に開示いたしました「事業譲受に関するお知らせ」に

伴う事業譲受対価の債権の一部（25,540,000 円）として。 

 

 

２．処分の目的及び理由 

当社は、ヘルスケア事業の業容拡大を目的として処分予定先より放射線部門システム事業を譲り受け

ました（平成 25 年１月 28 日発表）。その譲受金額の一部を同社に対する第三者割当による自己株式を処

分することにより精算いたします。本件は資本効率の向上を目的として昨年度より取得した自己株式を重

点事業領域の成長のために活用するものであります。 

 

 

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（差引手取り概算額） 

25,540,000 円（200 株×1 株あたり処分価額） 

※全額が現物出資となります。 

 

（２）調達する資金の具体的使途 

現物出資による自己株式処分であるため、実際に調達する資金はありません。 

 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

第三者割当による自己株式の処分は、資本効率の向上を目的として昨年度より取得した自己株式を重

点事業領域の成長のために活用するものであり、企業価値の向上、ひいては既存株主の利益にもつなが

ると考えられ、本件調達資金の使途には合理性があるものと考えております。 
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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 

処分金額につきましては、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 25 年２月 22 日の株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場における当社株式の終値 127,700 円とい

たしました。なお、当処分価額（127,700円）については、取締役会決議の前営業日から１カ月遡った期間の

終値平均値 117,764 円に対して 8.43％のプレミアム、取締役会決議の前営業日から３カ月遡った期間の終

値平均値 110,307 円に対しては 15.76％のプレミアム、取締役会決議の前営業日から６か月遡った期間の

終値平均値 101,420 円に対しては 25.91％のプレミアムとなります。 

処分金額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」に準拠するものと考えてお

り、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております 

 

（２）処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本自己株式の処分株式数は 200 株であり、当社の発行済株式総数 144,000 株の 0.13％、総議決権数

0.14％であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると判断しております。なお、本件割

当て後、自己株式については 5,800 株になります。今後も引き続き有効活用を検討してまいります。 

 

 

６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要  

名称 ＡＪＳ株式会社 

所在地 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤田 純司 

事業内容 システム開発事業、パッケージソフト事業、ネットワーク事業 

資本金の額 800,000,000 円 

設立年月日 昭和 62 年３月 12 日 

発行済株式数 16,000 株 

事業年度の末日 ３月 31 日 

従業員数 602 名（連結） 

主要取引先 旭化成株式会社 

主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

大株主及び持分比率 
ＩＴホールディングス株式会社（51.0％） 

旭化成株式会社（49.0％） 

当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

最近 3 年間の経営成績及び財政状況（単位：百万円 特記しているものを除く） 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

純資産 2,795 2,698 2,553 

総資産 5,812 5,814 7,969 

１株当たり純資産（円） 174,697.40 168,609.47 159,536.15 

売上高 10,237 9,672 12,143 

営業利益 583 477 133 

経常利益 566 484 115 

当期純利益 347 16 △ 145 

１株当たり当期純利益（円） 21,696.22 1,017.32 △ 9,073.32 

１株当たり配当金（円） 10,163.00 3,406.25 - 

なお、割当先は東京証券取引所市場第一部上場のＩＴホールディングス株式会社の連結子会社であり、割

当先ならびに当該割当先の役員が反社会的勢力等とは一切関係がないことを確認しております。また、そ

の旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 
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（２）処分予定先を選定した理由 

当社は、平成 25 年３月期を初年度とする中期経営計画（平成 24 年２月６日公表）において、ヘルスケア

事業を重点事業分野の一つと位置付け、業容拡大を推進しています。ヘルスケア事業では、①医療分野

での経験・ノウハウを活用し更なる周辺分野への展開、②新製品・サービス拡充による既存事業の拡大に

注力しております。 

この度譲り受けた処分予定先の放射線部門システム事業は、平成５年以来、放射線部門に係る様々な

ソリューションを提供し、日本全国約 100 の病院様・研究機関様への導入実績を有しています。  

事業譲受により当社は、シェアの拡大と製品・サービスの拡充によりヘルスケア事業の強化が図れると

判断したため処分予定先として選定いたしました。 

 

（３）処分予定先の保有方針 

処分予定先から、中長期的に継続して保有する意向であることを口頭で確認しております。また、当社

は処分先に対して自己株式処分の期日（平成 25 年４月１日）から２年間について、割当自己株式の全部ま

たは一部を譲渡する場合には、その内容を当社に書面にて報告する旨、及び当社が当該報告内容等を証

券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて処分予定先は同意する旨の確約書

を締結する予定です。 

 

（４）処分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 

本第三者割当増資における払込財産は、処分予定先と当社との間で締結した事業譲渡契約に基づき処

分予定先が当社に対して有する債権の一部です。 

なお、処分予定先からは、本第三者割当について、当該事業譲渡契約に基づく債権の一部を現物出資

し、当社株式を引き受けることを口頭で確認しております。 

 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

処分前（平成 24 年９月 30 日） 処分後 

帝人株式会社 55.13％ 帝人株式会社 55.13％ 

インフォコムグループ従業員持株会 3.31％ インフォコムグループ従業員持株会 3.31％ 

メロン バンク トリーティー クライアンツ 

オムニバス 
0.81％ 

メロン バンク トリーティー クライアンツ 

オムニバス 
0.81％ 

今  年明 0.81％ 今  年明 0.81％ 

クレデイツト スイス アーゲー チユーリ

ツヒ 
0.66％ 

クレデイツト スイス アーゲー チユーリ

ツヒ 
0.66％ 

ゴールドマンサックスインターナショナル 0.58％ ゴールドマンサックスインターナショナル 0.58％ 

メロン バンク エヌエー アズ エージエ

ント フォー イッツ クライアント メロン 

オムニバス ユーエス ペンション 

0.53％ 

メロン バンク エヌエー アズ エージエ

ント フォー イッツ クライアント メロン 

オムニバス ユーエス ペンション 

0.53％ 

早川 和宏 0.51％ 早川 和宏 0.51％ 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ

エイ ロンドン 
0.45％ 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ

エイ ロンドン 
0.45％ 

株式会社ＳＢＩ証券 0.45％ 株式会社ＳＢＩ証券 0.45％ 

（注）１．平成 24 年９月 30 日現在の株主名簿を基準として掲載しております。 

   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 

当期連結業績予想への影響は軽微であると考えております。 

 

（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、か

ら、株式会社大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」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。 
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・支配株主との取引等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

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 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

連結売上高 34,150 34,610 36,496 

連結営業利益 2,389 3,041 3,401 

連結経常利益 2,425 3,051 3,391 

連結当期純利益 1,214 1,723 1,852 

１株当たり連結当期純利益（円） 8,431.43 11,966.88 12,957.05 

１株当たり配当金（円） 2,000 2,000 3,000 

１株当たり連結純資産（円） 94,440.64 104,240.71 115,554.24 

 

（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９月 30 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 144,000 株 100.00％ 

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 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

始値 28,480 円 133,600 円 83,900 円 

高値 139,200 円 162,300 円 104,900 円 

安値 27,900 円 69,900 円 67,400 円 

終値 136,400 円 83,500 円 99,000 円 

 

②最近６カ月の状況 

 平成 24 年 

８月 
９月 10 月 11 月 12 月 

平成 25 年 

１月 

始値 82,700 円 87,000 円 86,100 円 100,000 円 104,500 円 103,000 円 

高値 92,400 円 89,800 円 100,700 円 116,300 円 112,500 円 119,900 円 

安値 80,000 円 85,600 円 85,500 円 97,200 円 97,200 円 102,300 円 

終値 87,000 円 86,000 円 99,600 円 104,000 円 101,500 円 117,900 円 

 

③処分決議日の前営業日における株価 

 平成 25 年２月 22 日 

始値 123,300 円 

高値 128,100 円 

安値 122,200 円 

終値 127,700 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。 
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10．処分概要 

（１） 処分の期日 平成 25 年４月１日 

（２） 処分株式数 普通株式 200 株 

（３） 処分価額 １株につき 127,700 円 

（４） 処分調達の総額 
25,540,000 円 

※全額につき、現物出資となります。 

（５） 処分方法 第三者割当による処分 

（６） 処分予定先 ＡＪＳ株式会社 

（７） 処分後の自己株式数 3,757 株 

（８） その他 

（払込財産の概要） 

平成 25 年１月 28 日に開示いたしました「事業譲受に関するお知らせ」に

伴う事業譲受対価の債権の一部（25,540,000 円）として。 

（上記処分後の自己株式数は、平成 24 年９月 30 日現在の自己株式数を基準としております。） 

 

 

＜ご参考＞ 

当社は、平成 24年９月 30日以降に自己株式の取得を実施しており、当社保有データにより平成 25年２

月 25 日現在の状況が確認できる「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」は 6,000 株、伴い本件

処分後の自己株式数は 5,800 株となります。 

 

以上 

 

 

＜リリースに関するお問合せ先＞ 

インフォコム株式会社  広報・IR 室 

東京都渋谷区神宮前２-34-17 

Tel： 

E-mail： 

URL： 

03-6866-3160 

pr@infocom.co.jp 

http://www.infocom.co.jp/ 

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。 


