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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24年12月18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。 

  

１． 処分の概要                           

（１）処分期日 平成25年１月８日 

（２）処分株式数 普通株式6,000株 

（３）処分価額 １株につき3,080円 

（４）資金調達の額 18,480,000円 

（５）処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分予定先 鹿島工販株式会社 

 

 

２． 処分の目的及び理由 

  処分先は当社の取引先である鹿島工販株式会社を予定しており、当該取引先との関係強化を目的とし、本

第三者割当による自己株式の処分を行うことといたしました。 

 

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 

① 払込金額の総額 18,480,000円 

② 発行諸費用の概算額 －円 

③ 差引手取概算額 18,480,000円 

   

（２）調達する資金の具体的使途 

   運転資金に充当することを予定しております。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本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当社取締役会は、本自己株式の処分に係る取締役会決議の前営業日における終値が当

社株式の客観的な価値を示す価格として合理的であると判断し、本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24年12月17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3,080円を処分価額とい

たしました。 

当該処分価額（3,080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24年11月18日から平成

24年12月17日まで）における当社株式の終値の平均株価は2,926円、直前３ヶ月（平成24年９月18日から平成24

年12月17日まで）における当社株式の終値の平均株価は2,623円、直前６ヶ月（平成24年６月18日から平成24年

12月17日まで）における当社株式の終値の平均株価は2,665円であり、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。 

上記の本自己株式処分の処分価格の算定は、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」に

準拠するものであり、特に、有利な処分価格に該当しないものと判断しております。 

なお、本自己株式処分に関して取締役会に出席した当社監査役３名（うち２名は社外監査役）の全員から、

取締役会における上記算定根拠による処分価格の決定は、当社株式の価値を客観的に表す市場価格を基準とし、

かつ日本証券業協会の「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た結果、適正かつ妥当であり、処分予定先に特に有利な処分価額ではない旨の意見

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6,000株は、当社発行済株式総数1,542,153株に対して0.39％（平成24年９月30日時点の総議

決権数12,552個に対する割合は0.48％）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。 

 

６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要 

   名称  鹿島工販株式会社 

   所在地 茨城県神栖市大野原８－７－１2 

（２）処分予定先を選定した理由 

   当社では、自己株式の活用を検討していたところ、当該取引先より、安定した資金の運用先として当

社保有株式の譲渡を希望する申し出があり、処分先として選定いたしました。 

（３）処分予定先の保有方針 

    処分予定先からは中長期的に継続して保有する意向であることを確認しております。 

（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 

    処分予定先が、当該処分に要する資金を充分に有していることを、銀行残高証明書により確認してお

ります。 

 

 

 

 



７．処分後の大株主及び持株比率 

本自己株式処分の前後において、当社の大株主及び持株比率に変更はありません。 

処分前（平成24年９月30日） 処分後 

株式会社初田製作所 15.04% 株式会社初田製作所 15.04%

昔農千春 2.99% 昔農千春 2.99%

株式会社吉谷機械製作所 2.59% 株式会社吉谷機械製作所 2.59%

株式会社東京エネシス 2.27% 株式会社東京エネシス 2.27%

斎久工業株式会社 1.95% 斎久工業株式会社 1.95%

日本ドライケミカル従業員持株会 1.79% 日本ドライケミカル従業員持株会 1.79%

株式会社河本総合防災 1.62% 株式会社河本総合防災 1.62%

BNYM SA／NV FOR BNYM 

CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 
1.62%

BNYM SA／NV FOR  BNYM 

CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 
1.62%

イシグロ株式会社 1.56% イシグロ株式会社 1.56%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
1.31%

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 
1.31%

(注)１．平成24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） 

本件第三者割当は、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

意思確認手続は要しません。 

なお、支配株主との取引等に関する事項について、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 21,409 21,248 23,765

連結営業利益 618 738 1,041

連結経常利益 580 729 994

連結当期純利益 1,403 343 404

１株当たり連結当期純利益（円） 1,251.54 233.83 265.67

１株当たり配当金（円） － 100 150

１株当たり連結純資産（円） 3,282.78 3,516.13 3,529.65

 （注）平成22年３月期の１株当たり配当金については、当社株式は非上場であったため記載しておりません。

なお、当社株式は平成23年６月29日付で、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。 

 

 

 

 



 （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 1,542,153株 100％

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 － － 2,222円

高 値 － － 3,070円

安 値 － － 2,096円

終 値 － － 2,825円

   （注）当社は、平成23年６月29日付で東京証券取引所市場第二部に上場したため、平成22年３月期及び

平成23年３月期の該当事項はありません。 

 

② 最近６ヶ月の状況 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

始 値 2,590円 2,770円 2,695円 2,803円 2,250円 2,410円

高 値 2,780円 2,789円 2,857円 2,803円 2,439円 3,185円

安 値 2,461円 2,675円 2,680円 2,232円 2,230円 2,396円

終 値 2,770円 2,720円 2,829円 2,279円 2,436円 2,900円

 

③ 処分決議日の前営業日における株価 

 平成24年12月17日 

始 値 3,160円

高 値 3,190円

安 値 3,060円

終 値 3,080円

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   ・公募増資 

払込期日 平成23年６月28日 

資金調達の額 132,790,000円（差引手取概算額） 

発行価額      1,394円 

募集時における発行済株式数 1,467,153株 

当該募集による発行株式数 75,000株 

募集後における発行済株式総数 1,542,153株 

発行時における当初の資金使途 設備資金として千葉工場の生産能力の向上及び改善に充当。

発行時における支出予定時期 平成23年９月 

現時点における充当状況 予定どおり全額設備資金として充当いたしました。 

 

10．処分要項 

（１）処分期日       平成25年１月８日 

（２）処分株式数      普通株式 6,000 株 

（３）処分価額       １株につき3,080円 

（４）処分価額の総額    18,480,000 円 

（５）処分方法       第三者割当による処分 

（６）処分予定先      鹿島工販株式会社 6,000株 

（７）処分後の自己株式数  280,318株 

（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。）  

 

 

 

 

以上 


