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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
　

種類 発行数 内容

普通株式 3,600,000
完全議決権株式であり、権利内容について何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
また、１単元の株式数は、1,000株であります。

 

(注) １　振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 
２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 3,600,000株 453,600,000 226,800,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 3,600,000株 453,600,000 226,800,000
 

(注) １　本第三者割当増資は、第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の

総額であります。また、増加する資本準備金の額は、226,800,000円であります。

 
(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

126 63 1,000株 平成29年６月30日 ― 平成29年６月30日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　当社は割当て予定先との間で本有価証券届出書の効力発生後に総数引受契約書を締結する予定です。払込期

日までに割当先との間で総数引受契約書を締結しない場合は、当該株式の割当を受ける権利は消滅いたしま

す。

３　発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

４　申し込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に、総数引受契約を締結し、払込期日に下記払込取扱場

所への発行価額の総額を払込むものとします。

５　金融商品取引法による届出の効力発生及び平成29年６月29日開催予定の定時株主総会における本新株式発行

に関する議案の承認を条件としております。

 
(3) 【申込取扱場所】

　

会社名 所在地

五洋インテックス株式会社　管理本部 愛知県小牧市小木五丁目411番地
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(4) 【払込取扱場所】

　

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　小牧支店 愛知県小牧市小牧４-210
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

　

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

453,600,000 22,072,000 431,528,000
 

(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、下記のとおりであります。

ａ．弁護士費用 3,000,000円
 

川戸淳一郎法律事務所

東京都千代田区 川戸淳一郎弁護士

ｂ．信用調査費用

株式会社セキュリティー＆リサーチ

東京都港区 代表取締役  羽田　寿次 9,000,000円

ｃ．ファイナンシャルアドバイザリー報酬 9,072,000円
 

ロックハラード証券株式会社

東京都中央区 代表取締役 西岡　正城

ｄ．登記関連費用等 1,000,000円
 

３．ファイナンシャル・アドバイザリー費用については本件資金調達に関する助言等の対価であり、ロックハ

ラード証券株式会社に対して支払う予定でございます。同社に対する費用の支払い方法については、払込期

日において、新株の発行総額の２％相当の金額が支払われる旨の業務委託契約を同社と締結しております。

４．弁護士費用は、川戸淳一郎法律事務所(東京都千代田区　川戸淳一郎弁護士)に対して支払う予定でございま

す。当社は、本案件について同法律事務所より助言を受けております。

　

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額につきましては払込後、一旦、当社銀行口座において手元資金として保管し、①新規事業

である先端医療検査事業のための新会社設立資金として180百万円、②既存事業であるインハウス見本帳改訂等カー

テン事業のための資金として161百万円、③子会社である株式会社レックアイにおける不動産テック(※１)事業促進

のための融資資金として60百万円、④借入金の返済資金として30百万円を予定しております。

(※１)　「不動産」と「Tech(技術)」を合わせた造語で、不動産売買サイトなどはその代表です。「不動産テッ

ク」が次々と生み出される背景には、「情報格差を是正し、顧客の情報量を増やして選択肢を増やすこと

で、より効率的な不動産取引ができるようにしよう」という目的があると考えられます。

 
当社は平成26年３月期(第37期)において８年ぶりに連結決算書上、経常利益及び当期純利益を計上し黒字転換し

ました。しかし、平成27年３月期(第38期)において再び赤字に転落し、平成29年３月期(第40期)(未監査でありま

す)を含めると、有価証券届出書提出日現在(平成29年５月19日)３期連続で経常損失及び当期純損失を計上しており

ます。

当社はこれまで赤字体質から脱却を図るため、最大の強みであるカーテン事業を強化してまいりました。具体的

には、平成26年６月に見本帳「サザンクロス」を大幅改訂し、平成27年８月にはメインブランドであります「イン

ハウス」の新柄追加を実施いたしました。これらの施策による販売強化により、売上高は増加いたしました。その

一方で、貸倒引当金繰入額等が発生したことにより、平成28年３月期(第39期)においては当期純損失が拡大する結

果となりました。また、平成28年６月には、株式交換により株式会社レックアイを完全子会社化することにより、

新規不動産ＩＴ事業への参入、営業チャネルの拡大に努めました。
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このように、既存のカーテン事業の強化及び新規不動産ＩＴ事業への参入等により、収益改善に努めてまいりま

したが、厳しい経済状況の中において安定的な黒字転換が図られておりません。

当社グループは、平成29年３月期決算(未監査であります。)においても営業損失を計上しております状況から、

金融機関からの追加融資等も難しい状態であります。その一方で、今期計画しております当社「インハウス」ブラ

ンドの見本帳改訂の資金手当の目処がついておりません。また、平成28年６月に完全子会社化した株式会社レック

アイにつきましては、株式会社船井総合研究所及びその他複数企業との共創による「不動産テック」を始めたこと

から、先行投資資金の必要性が生じております。さらに今回、新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業

のための新会社を設立するにあたり、その開業資金及び運営費等の資金需要も生じている状況でございます。

 
そのため、当社としては新規事業への参入や財務体質の強化が喫緊の課題であり、本第三者割当増資によって資

金調達を行い、下記①乃至④の使途に充当する必要があると考えております。具体的な使途及び支出時期につきま

しては、以下のとおりです。

　

具体的な使途 金　額 支出予定時期

①　先端医療検査に関わるサービス事業 約180百万円  

 ・会社設立費用(登記費用含む) 約１百万円 平成29年７月

 ・事務所賃貸(保証金) 約72百万円 平成29年７月

 ・内装工事代金 約20百万円 平成29年７月～平成29年10月

 ・什器備品取得費用 約５百万円 平成29年９月～平成29年10月

 ・システム開発費用 約40百万円 平成29年８月～平成30年２月

 ・その他経費(６か月分) 約42百万円 平成29年７月～平成29年12月

②　インハウス見本帳改訂等 約161百万円 　

 ・インハウス見本帳改訂等 約90百万円 平成29年７月～平成29年12月

 ・サザンクロス見本帳改訂等 約51百万円 平成29年10月～平成30年５月

 ・省エネ商材エコフィックスの開発 約20百万円 平成29年７月～平成29年９月

③　レックアイ融資資金 約60百万円 　

 ・システム開発先行投資資金(内製) 約30百万円 平成29年７月～平成30年４月

 ・システム開発先行投資資金(外注) 約30百万円 平成29年７月～平成30年４月

④　借入金返済資金 約30百万円 平成29年７月～平成29年10月
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［本新株の発行による調達資金の資金使途］

①　新規事業である先端医療検査に関わるサービス事業のための新会社設立資金として180百万円を予定しておりま

す。

設立時出資金として100百万円、新会社に対する融資資金として80百万円を予定しており、下記、資金使途を計画

しております。

・会社設立費用(登記費用含む)：１百万円

・事務所賃貸(保証金)：72百万円

・内装工事代金：20百万円

・什器備品取得費用：５百万円

・システム開発費用(顧客管理及び受発注管理システムの構築費用です。)：40百万円

・その他経費(６か月分)：42百万円

なお、上記の資金使途は新会社が行う、健康予防医療的サービス事業及び遺伝子検査の事務代行サービスに共有

のものであります。　

主に新規事業立ち上げのための、新会社設立資金(後述)としての使途を予定しております。

先端医療検査に実績(平成28年９月～平成29年３月)のある花園先端医学研究所(住所：東京都中央区日本橋２-８-

６、代表　楢﨑幹雄氏(医学博士、以下「楢﨑氏」)、ホームページ：http://www.hanazono-madm.com/)は現在、妊

婦の行う新型出生前診断検査(※２)において、被検者からの申込受付・カウンセリング予約受付・採血の予約受

付、各種申込書面の取得及び代金の授受等の事務作業を株式会社Cメディカル(住所：東京都中央区日本橋２-８-

６、代表取締役：西岡正城)に委託しております。

今回、株式会社Cメディカルとの契約終了(平成29年６月末まで)に伴い、同社が行っておりました医療行為にはあ

たらない事務代行業務を平成29年７月から当社新会社が行うことになりました。当社新会社は、上記事務作業を行

うことにより、花園先端医学研究所から被検者１人当たり30,000円を業務委託料として受取ることにより収益を得

る予定でございます。

なお、実際の検査実施につきましては、花園先端医学研究所から株式会社グローバルサポート通じて、英国の

Cooper Genomics UK (Genesis Genetics UK)(formally Genesis Genetics)(住所：London Bioscience Innovation

Center,2 Royal College Street,London,NW1 ONH、ホームページ：http://genesisgenetics.org/)に発注する予定

でございます。

(これは、Cooper Genomics UKに対してアカウント(署名権限)を持っているのは楢﨑氏ですが、Cooper Genomics

UKに対して取引口座があるのは株式会社グローバルサポートであるためです。)

また、株式会社Cメディカルの代表取締役である西岡正城氏は、本件ファイナンシャル・アドバイザリーである

ロックハラード証券株式会社の代表取締役であります。

(※２)　新型出生前診断検査とは、「母体から採血し、その血液を検査することにより胎児の染色体異常を調べる

検査」のことです。

 
新型出生前診断検査という名称自体は日本での通称名であり、母体血清マーカーテストなどの従来の血液による

出生前診断と比較して感度、特異度からみる検査自体の精度がきわめて高い為、従来の出生前診断と区別してこの

ように呼ばれています。

 

EDINET提出書類

五洋インテックス株式会社(E02854)

有価証券届出書（組込方式）

 5/52



 

［新会社設立について］

当社は、本日開催の取締役会において、新規事業(先端医療検査に関わるサービス事業)への参入及び先端医療検査

に関わるサービス事業の子会社の設立を決議いたしました。

１．背景及び目的

遺伝子検査は様々な先端医療に貢献をしており、遺伝子を用いた検査を活用することによって生活習慣改善等に

より病気にならないように予防していくことが可能になります。

当社が行う先端医療検査に関わるサービス事業とは、健康予防医療的サービス(※３)及び遺伝子検査の事務代行

サービス(※４)であります。

(※３)　具体的には、被検者からの申込受付・カウンセリング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得、

代金の授受及びサプリメントの販売等の事務作業を行います。(これらは医療行為には該当しません。)

(※４)　具体的には、被検者からの申込受付・カウンセリング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得及

び代金の授受等の事務作業を行います。(これらは医療行為には該当しません。)

 
当社の主力事業はカーテン事業であります。また、昨年６月に不動産関連システム事業を行う株式会社レックア

イを子会社化し、同社の事業は順調に推移しておりますが、さらにもう一つの事業の柱となる新規事業を模索して

おりました。平成27年頃、当社社外取締役である名井博明氏(一般社団法人　日本介護事業連合会(会長：愛知和

男、常任理事：名井博明、設立年月：平成26年12月、住所：東京都港区虎ノ門一丁目13番４号、ホームページ：

http://www.kaijiren.com/)より、知人で一般財団日本価値協創機構(会長：愛知和男、住所：東京都千代田区九段

北一丁目15番14号、ホームページ：http://jcsv.or.jp/)の鈴木壮治理事長(現ロックハラード証券株式会社　取締

役会長)をご紹介頂きました。同財団では企業間の事業提携の促進支援を行われており、当社は同氏より数社の企業

及び事業の紹介をいただきました。

平成27年頃、名井取締役から遺伝子検査等による健康予防医療に取り組まれている外山雅章氏(医学博士、以下

「外山氏」)を紹介されました。その後、外山氏が代表取締役であります株式会社ヘルスクエストの石井浩之取締役

より当社の小林光博取締役が、RNA解析による予防医療についてレクチャーを受けてきました。

日本では、超高齢化社会(総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいます。世界保健機

構(WHO)や国連の定義によりますと、高齢化率が７％を超えた社会を「高齢化社会」、14％を超えた社会を「高齢社

会」、21％を超えた社会を「超高齢社会」といいます。)を迎えております。平均寿命が延びてきているためであり

ますが、男女ともに平均寿命の延び率に比べ、健康寿命の延び率は小さくなっております。(参照：厚生科学審議会

(健康日本21(第二次)推進専門委員会)(2014年))この健康寿命を延ばすために、病気の一歩手前の状態である「未

病」の段階で対策を講じ、病気予防に努めることが大切となっています。医療の現場においても「病気の治療」か

ら「病気の予防」へ考え方がシフトしてきております。今後、検査など病気の予防診断と、エビデンスに基づくサ

プリメント開発により、医療機関やそれに関連する機関がそれを処方、販売し、広く普及していく仕組みが期待さ

れていることから、その予防診断をする上で診断の元となる基本情報を提供する遺伝子検査による先端医療は今後

ますます拡大してゆく医療であると判断いたしました。

外山氏の全面的なご支援・ご協力のもと健康予防医療的サービス(なお、本サービス体制の構築に約９か月の準備

期間が必要と考えており、開始時期は平成30年４月を予定しております。これは主にサプリメント販売網の構築(医

師及び一般消費者に対する紹介・告知期間)期間であります。)の開始を検討しております。

具体的には、被検者からの申込受付・カウンセリング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得、代金の

授受及びサプリメントの販売等の事務作業を行います。(これらは医療行為には該当しません。)

 
また、平成28年12月頃、鈴木壮治氏から花園先端医学研究所の紹介をいただきました。(両氏の関係につきまして

は、２年ほど前に鈴木壮治氏が関係する太陽光発電事業を行った際の出資者の一人が楢﨑氏であり、そのときから

の相識であります。)

同研究所の代表である楢﨑氏は、世界の先端医療を日本へ、スピーディーに普及したい強い思いをお持ちで、遺

伝子検査に基づくがん治療の研究をはじめ、ガン予防検査の研究、着床前診断検査の研究、予防医療の研究などを

行われております。その研究に際し、遺伝子検査のため、イルミナ株式会社(住所：東京都港区芝５－36－７三田ベ

ルジュビル22階)製のシステムを導入されております。同氏は花園クリニック(住所：広島県福山市花園１丁目３－

９、ホームページ：http://www.hanamk.jp/)の常勤の院長であります。
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当社は、今回の資金調達により、新会社において楢﨑氏の全面的なご支援・ご協力のもと、医療行為にあたらな

い、遺伝子検査の事務代行サービスを行います。

具体的には、被検者からの申込受付・カウンセリング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得及び代金

の授受等の事務作業を行います。(これらは医療行為には該当しません。)

先端医療検査に関わるサービス事業は、これまで当社が行ってまいりましたカーテン事業及び不動産関連システ

ム事業とは、関連性のない事業分野ではありますが、当社はこれら先端医療検査に関わるサービス事業を拡大させ

て参りたいと思います。

 
２．新規事業の趣旨及び概要

(1) 健康予防医療的サービス

健康診断や人間ドック等の検査では「病気か否か」の判断及び医療的見地からのアドバイス等が行われていま

す。

そこで、当社新会社では、予防医療的見地に立ち、潜在的なリスク・遺伝子的状態を踏まえ健康を実現する為

のサービスを加え、新たな予防医療的事業を顧問の外山氏の全面的協力のもと健康予防サービスを展開いたしま

す。

具体的には「病気の治療」から「病気の予防」に注目し、「本当に自分に必要な栄養や改善方法は何かを知

り、からだの状態を把握する」ことが可能なＲＮＡ検査(※５)をもとに、サプリメントの販売を行います。

今回の当社の事業スキームといたしましては、まず、ＲＮＡ検査を医療機関が行います。(具体的な医療機関の

選定につきましては、今後、選定作業を行います。)医療機関がその検査結果を基に生活習慣の改善指導を行う際

の一つの方法として、健康増進のサプリ利用の紹介をしていただき、当社はサプリ購入希望者の方に販売を行い

ます。なお、希望する方にはＲＮＡ検査が可能な医療機関の紹介も行う予定であり、検査を受けない一般の方に

対しても健康増進のサプリメントとして販売してまいります。

新会社設立とともに外山氏が担当顧問(同氏は無報酬を予定しております。被検者からの申込受付・カウンセリ

ング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得、代金の授受及びサプリメントの販売等の事務作業が円滑

に行えるように、医師としての立場から、指導いたします。)として就任して頂くことの内諾を得ております。な

お、本サービス体制の構築に約９か月の準備期間が必要と考えており、開始時期は平成30年４月を予定しており

ます。これは主にサプリメント販売網の構築(医師及び一般消費者に対する紹介・告知期間)期間であります。

(※５)　遺伝子検査は、一般的な体質を検査するＤＮＡ検査と、現在の身体(遺伝子発現状態)を判断する検査の

ＲＮＡ検査があります。ＲＮＡ検査は、従来行われている体質や先天的疾患発症リスクを診断するＤＮ

Ａ配列を対象とした遺伝子検査とは異なり、日々の生活習慣や加齢によって変わる遺伝子発現(ＲＮＡ発

現)(※６)を解析することで、現時点での状態やその経時変化を分析・評価しています。

また、ＲＮＡ検査は、部位ごとに選定された遺伝子の発現量を測定し、未病状態における病気の発症リ

スクを予測評価することが可能で、予防を目的とした検査です。

DNAから必要部分をコピーして作られます。いくつかの種類がありますが、特にメッセンジャーRNA

(mRNA)は、細胞内で個々のタンパク質を作るための情報をDNAからコピーした物質です。細胞内では、

DNAにより暗号のように格納されている遺伝子の必要な部分を、必要なときに必要な量だけ、このmRNAと

してコピーを作ることにより、必要なタンパク質を作ったり量を調節したりしています。

(※６)　細胞内のDNAにより暗号のように格納されている遺伝子の必要な部分をmRNAとしてコピーを作ることをい

います。そのmRNAの量を見積もることを発現解析といいます。がん関連遺伝子の発現が高いと、作られ

るｍRNA量が多くなり、そこから作られるタンパク質の量も多くなります。

例えばがん遺伝子検査において、その量が健常者のレベルよりも高くなっている場合、そのような状態

になっている細胞や組織がどこかに存在するかもしれないという可能性が高くなります。

学術的には数百のがん関連遺伝子が報告されていますが、そのうちの数十種を選別し、それぞれの遺伝

子の発現量を解析しています。その高い発現を示すがん遺伝子の種類や組み合わせによっては、存在す

る部位の可能性を示すことができる場合があります。
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(2) 遺伝子検査の事務代行サービス

先端医療検査に実績(平成28年９月～平成29年３月)のある花園先端医学研究所は現在、妊婦の行う新型出生前

診断検査において、被検者からの申込・予約・採血診断所との調整、各種申込書面の取得及び代金の授受等の事

務作業を株式会社Cメディカルに委託しております。今回、株式会社Cメディカルとの契約終了(平成29年６月末ま

で)に伴い、同社が行っておりました医療行為にはあたらない事務代行業務を平成29年７月から当社新会社が行う

ことになりました。新設会社設立後、新設立会社と花園先端医学研究所の間で業務委託契約を締結する予定でご

ざいます。当社新会社は、上記事務作業を行うことにより、花園先端医学研究所から被検者１人当たり30,000円

を業務委託料として受取ることにより収益を得る予定でございます。

新会社設立とともに楢﨑氏が担当顧問(同氏は無報酬を予定しております。被検者からの申込受付・カウンセリ

ング予約受付・採血の予約受付、各種申込書面の取得及び代金の授受等の事務作業が円滑に行えるように、医師

としての立場から、指導いたします。)として就任して頂くことの内諾を得ております。

なお、実際の検査実施につきましては、花園先端医学研究所から株式会社グローバルサポート(英国検査会社へ

の日本の商社であります。)を通じて、英国のCooper Genomics UK (Genesis Genetics UK)(formally Genesis

Genetics)(住所：London Bioscience Innovation Center,2 Royal College Street,London,NW1 ONH、ホームペー

ジ：http://genesisgenetics.org/)に発注する予定でございます。

(これは、Cooper Genomics UKに対してアカウント(署名権限)を持っているのは楢﨑氏ですが、Cooper

Genomics UKに対して取引口座があるのは株式会社グローバルサポートであるためです。)

また、株式会社Cメディカルの代表取締役である西岡正城氏は、本件ファイナンシャル・アドバイザリーである

ロックハラード証券株式会社の代表取締役であります。

 
遺伝子検査の事務代行サービスを行うに当たってのリスクとして以下の事項が挙げられます。

(a) 特定人物への依存

新会社における新規事業を行うにあたり、医師である楢﨑氏は新たな事業モデルの創出において中心的な役

割を担い、また、実際の事業の推進においても重要な役割を果たしています。当社は、同氏に過度に依存しな

い経営体制の構築を目指し、人材の育成・強化に注力していますが、同氏が何らかの理由により業務執行でき

ない事態となった場合には、当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。

(b) 遺伝子検査の事務代行サービス事業の事業環境について

遺伝子検査の実施にあたりましては、診療環境、それを取り巻く社会情勢、法的基盤、安全性、倫理性、社

会性等の観点から、さまざまな見解、意見等が議論されている状況であります。

公益社団法人日本産科婦人科学会が平成25年６月22日付「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関す

る見解」において、学会としての基本的な実施方針等を示しており、検査実施要件として、例えば「高齢妊娠

の場合」等を掲げております。

楢﨑氏は、上記学会の実施方針等を尊重しながらも、比較的低額な費用で、被検者の年齢制限を設けない点

等に独自性があります。

楢﨑氏は平成28年９月新型出生前診断検査開始以来、公益社団法人日本産科婦人科学会等５団体の検査の中

止を求める声明(「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」についての共同声明(平成28年11月２日))や一

部マスメディア等から楢﨑氏に対して寄せられた各種批判の記事等はありましたが、当検査を中断した事実は

ありません。

(同共同声明内において、「母体血を用いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会での認定を受けた医療

機関での採血を求めておりますが、花園先端医学研究所は当該認定を受けておりません。)

楢﨑氏は花園先端医学研究所ホームページ内(http://www.hanazono-madm.com/news/15/)において、「日本産

科婦人科学会の指針は、当然のことながらカウンセリング体制も含め大変重要な指針だと理解しております。

しかしながら、上述の通り、一方でこの検査を受けたくても受けることができない妊婦様が多く存在する事も

大きな問題だと考えております。その為弊社としては、違法性がない限り、協力して頂ける医師の皆様と共に

この検査を提供すべきだと考えております。」からも明らかなとおり、楢﨑氏は、公益社団法人日本産科婦人

科学会の見解を理解し、十分に尊重するとしております。
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これは、楢﨑氏らが、新型出生前診断検査に内在する倫理性、新型出生前診断検査の意味内容を被検者及び

その関係者の十分な理解の必要性等を十分に認識していることを示すものであります。

当社が行う遺伝子検査の事務代行サービス事業は、新型出生前診断検査に関わる事務の受託業務でありま

す。当受託業務は、楢﨑氏が花園先端医学研究所で行う新型出生前診断検査が違法ではない以上、何らの法的

問題も存しないと考えております。

当社が行う事業は事務代行サービスでありますが、花園先端医学研究所と同一視されるため、一部マスメ

ディア等からの批判は予想されます。しかし、当社としては、適宜、楢﨑氏が行う新型出生前診断検査の意

義、内容、必要性及び有用性を広く啓蒙することに協力し、楢﨑氏を支援する対応を取るべきであると考えて

おります。

受託業務の継続性については、契約履行の問題であり、当社がコントロールできる問題ではありませんが、

楢﨑氏から業務委託契約期間５年及び検査体制の継続をすることの意向の表明いただいておりますので、継続

性が遮断される可能性が極めて少ないと思われます。

ただし、万が一予期せぬ環境の変化等による事業の遅れが生じ、当社グループの業績等への影響を及ぼす可

能性があります。

(c) 検査中止について

当事業における、遺伝子検査は外部(イギリスの検査会社)へ委託する形式をとっております。

現在(平成29年５月19日時点)花園先端医学研究所において、新規の申し込みを停止しております。(そのた

め、現在、検査申込サイトを停止しております。)

これまでは楢﨑氏(英国の検査会社にアカウントを持っている)の署名入り申込書に、被検者の署名したもの

を申込書として英国の検査会社に提出し、検査を受け付けていただいておりました。

しかし、英国の検査会社がCooper Surgical.Inc. (住所：95 Corporate Drive Trumbull, CT 06611 USA、

ホームページ：http://www.coopersurgical.com/)の傘下となった後、検査受付のルールが変更となり『アカウ

ントを持っている医師』、ないし『その医師の医療法人で採血を行った医師』の署名が条件となりました。

楢﨑氏は広島県福山市で月～土まで診察を行っており、東京で採血をすることは無理なため、やむを得ず受

付を中止いたしております。

また、現在、楢﨑氏は、福山での花園クリニックの開業医であり、これは医療法人ではなく東京にクリニッ

クはない状態です。

さらに、これまで採血を依頼していましたクリニック「真健庵」は、月・火の週２日の受付であり(つまり遺

伝子検査を行いたくても、肝心な採血について、週二日しか採血をするクリニックがない状態でありました。)

兼ねてから採血クリニックを別に変更する計画でありました。

そこで、採血可能日を増やすために、新会社の設立に間に合うように、楢﨑氏が自ら新たに採血クリニック

を開設いたします。(予定所在地：東京都中央区銀座、理事長　楢﨑幹雄)

保健所等開設の許認可を受け、楢﨑氏が理事長を務める医療法人が東京にクリニックを開業させ(平成29年７

月中を予定しております。)、そこで被検者の方の採血が可能となります。

花園クリニックに、楢﨑氏以外の常勤の医師が１人増員されたため、楢﨑氏自らが東京のクリニックに勤務

が可能になり、加えて東京のクリニックに楢﨑氏以外の医師を常駐させる予定であります。(東京のクリニック

で看護師の中心となる人材は、花園クリニックから派遣する予定であります。)

この東京のクリニックの採血担当の医師のサインをした申込書であれば、検査会社側の検査受付条件を満た

しますので、花園先端医学研究の検査受付を再開するとともに、当社新会社の事務代行サービスも開始いたし

ます。

以上の理由により、現在行っている採血クリニックから、新設クリニックへの移行期間については受付を止

めている状況でございます。

楢﨑氏は、平成29年４月に医療法人を買収し、理事長変更登記申請を完了し、諸手続き後許認可を受け、東

京に開設するのは平成29年７月の予定でございます。開設後速やかに新型出生前診断検査の受付を再開する予

定でございます。

上記の通り、近日中に再開の予定でありますが、今後におきましても同様の事態が発生した場合、検査中止

を余儀なくされ、当社グループの業績等へ影響を及ぼす可能性があります。
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なお、万が一再開ができなかった場合には、現在も継続して英国に検査を依頼している医療機関等と連携を

とり、検査ルートを確保する対策を講じてまいります。

また、遺伝子検査は、その有効性と安全性が一定期間にわたって確認された使用実績のため、遺伝子検査そ

のものによる重篤な副作用が発生するリスクは極めて小さいと考えられます。ただ万一予期せぬ新たな副作用

の発生等や事故が発生した場合、検査中止を余儀なくされ、当社グループの業績等へ影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
＜ご参考．１＞　楢﨑 幹雄　医学博士　経歴

・昭和49年３月：大阪医科大学卒業

・その後、聖バルナバ病院、岡山大学医学部附属病院、福山市民病院に勤務

・昭和53年３月：岡山大学医学部大学院博士課程修了

・昭和57年７月：総合病院三愛 院長就任

・昭和57年10月：医療法人紅十字会理事長就任

・平成13年４月：社会福祉法人サンフェニックス設立

・平成19年12月：医療法人貝塚病院副理事長就任

・平成20年１月：医療法人紅十字会理事長辞任

・平成20年２月：花園クリニック勤務

・中国河北医科大学客員教授・天津医科大学客員教授

・平成27年12月：花園クリニックの研究所兼東京分室として花園医学研究所を開設

［所属学会］日本透析医学会他

［専門分野］産婦人科、泌尿器科

 
＜ご参考．２＞　外山 雅章　医学博士　経歴

・昭和42年３月：慶応大学医学部卒業

・昭和45年６月：渡米、ニューヨーク大学バッファロー総合病院に於いて一般外科を研修。その後、心臓外

科医に変更

・昭和46年７月：カンサス大学メディカルセンターにて一般外科研修に引き続き、胸部外科主任教授

・昭和53年７月：リース教授と共にフロリダ州マイアミに移動し、心臓血管外科のプライベートプラクティ

スに従事し数多くの小児及び成人患者、約1,000名の心臓血管外科手術を執刀。

・昭和58年６月：亀田総合病院の心臓血管外科部長として着任。

着任以来、中国北京大学医学部・蘇州大学病院に出張手術や講演を行う。

また、米国の学会には年２回ほど出席し、機会があると手術にも参加している。海外での

活動を積極的に行うことで、常に手術を現場で実践し、日本の医療レベルアップと後進育

成に力を注いでいる。

［所属学会］日本胸部外科学会

日本心臓血管外科学会

日本外科学会

日本循環器学会

［専門分野］心臓血管疾患の外科治療

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)

弁膜症

閉塞性肥大型心筋症

大動脈疾患

不整脈の外科治療
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３．花園先端医学研究所における遺伝子検査の事務代行サービスの現状について

当事業における、遺伝子検査は外部(イギリスの検査会社)へ委託する形式をとっております。

現在(平成29年５月19日時点)花園先端医学研究所において、新規の申し込みを停止しております。(そのため、現

在、検査申込サイトを停止しております。)

これまでは楢﨑氏(英国の検査会社にアカウントを持っている)の署名入り申込書に、被検者の署名したものを申

込書として英国の検査会社に提出し、検査を受け付けていただいておりました。

しかし、英国の検査会社がCooper Surgical.Inc. (住所：95 Corporate Drive Trumbull, CT 06611 USA、ホーム

ページ：http://www.coopersurgical.com/)の傘下となった後、検査受付のルールが変更となり『アカウントを持っ

ている医師』、ないし『その医師の医療法人で採血を行った医師』の署名が条件となりました。

楢﨑氏は広島県福山市で月～土まで診察を行っており、東京で採血をすることは無理なため、やむを得ず受付を

中止いたしております。

また、現在、楢﨑氏は、福山での花園クリニックの開業医であり、これは医療法人ではなく東京にクリニックは

ない状態です。

さらに、これまで採血を依頼していましたクリニック「真健庵」は、月・火の週２日の受付であり(つまり遺伝子

検査を行いたくても、肝心な採血について、週二日しか採血をするクリニックがない状態でありました。)兼ねてか

ら採血クリニックを別に変更する計画でありました。

そこで、採血可能日を増やすために、新会社の設立に間に合うように、楢﨑氏が自ら新たに採血クリニックを開

設いたします。(予定所在地：東京都中央区銀座、理事長　楢﨑幹雄)

保健所等開設の許認可を受け、楢﨑氏が理事長を務める医療法人が東京にクリニックを開業させ(平成29年７月中

を予定しております。)、そこで被検者の方の採血が可能となります。

花園クリニックに、楢﨑氏以外の常勤の医師が１人増員されたため、楢﨑氏自らが東京のクリニックに勤務が可

能になり、加えて東京のクリニックに楢﨑氏以外の医師を常駐させる予定であります。(東京のクリニックで看護師

の中心となる人材は、花園クリニックから派遣する予定であります。)

この東京のクリニックの採血担当の医師のサインをした申込書であれば、検査会社側の検査受付条件を満たしま

すので、花園先端医学研究の検査受付を再開するとともに、当社新会社の事務代行サービスも開始いたします。

以上の理由により、現在行っている採血クリニックから、新設クリニックへの移行期間については受付を止めて

いる状況でございます。

楢﨑氏は、平成29年４月に医療法人を買収し、理事長変更登記申請を完了し、諸手続き後許認可を受け、東京に

開設するのは平成29年７月の予定でございます。開設後速やかに新型出生前診断検査の受付を再開する予定でござ

います。
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４．新会社の概要

名称：株式会社花園先端医学研究所(仮称)

設立年月：平成29年７月(予定)

決算期：３月(予定)

代表者候補者：藤林美枝子(現株式会社Cメディカル　取締役)

取締役候補者：石井　浩之(現株式会社マスターマインド代表取締役、株式会社ヘルスクエスト　取締役)

大脇　功嗣(現五洋インテックス株式会社代表取締役、株式会社イフ代表取締役社長、DSAJapan株

式会社取締役)

小林　光博(現五洋インテックス株式会社　取締役管理部長兼新規事業部長、株式会社レックアイ

取締役、DSAJapan株式会社取締役)

所在地：東京都中央区(予定)

資本金：100百万円(予定)

出資比率：五洋インテックス100％

事業内容：①健康予防医療的サービス

②遺伝子検査の事務代行サービス

楢﨑氏及び外山氏が新会社の顧問として就任する予定であります。

投資予定額：180百万円　

 
５．スケジュール

平成29年７月　新会社設立(予定)

 
②　既存事業であるインハウス見本帳改訂等カーテン事業のための資金として約161百万円を予定しております。

具体的には、下記、資金使途を計画しております。

・見本帳改訂費用(インハウス見本帳全面改訂)：90百万円

基幹ビジネスであるカーテン販売を積極的に展開する趣旨から、当社の代表的なメインブランドである『インハ

ウス』の見本帳改訂を行います。現在の『インハウス』商品ラインナップのうち、約５割の売れ筋商品を残し約５

割を入れ替える予定であり、平成24年９月に行いました前回の『インハウス』の見本帳改訂の際の実績費用をもと

に、上記金額を見込んでおります。

その内訳は、見本帳の作成費用として20百万円、サンプル生地代として35百万円、発表会費用として５百万円、

在庫費用として30百万円を見込んでおります。

 

・見本帳改訂費用(サザンクロス見本帳全面改訂)：51百万円

基幹ビジネスであるカーテン販売を積極的に展開する趣旨から、当社の代表的なメインブランドである『サザン

クロス』の見本帳改訂を行います。平成26年６月に行いました前回の『サザンクロス』の見本帳改訂の際の実績費

用をもとに、上記金額を見込んでおります。

その内訳は、新柄開発費用として10百万円、撮影費用として15百万円、在庫費用として26百万円を見込んでおり

ます。

 
・省エネファブリック商品の開発：20百万円

当社が取扱う省エネファブリック商品である、エコフィックスⅡの開発資金として20百万円を見込んでおりま

す。その内訳は、建材用商品の開発として10百万円、農業用ビニールハウス用商品の開発として10百万円を見込ん

でおります。
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③　子会社である株式会社レックアイにおける不動産テック事業促進のための融資資金として60百万円を予定してお

ります。

具体的には、下記、資金使途を計画しております。

・システム開発のための先行行使資金のうち内製費用として30百万円

・システム開発のための先行行使資金のうち外注費用として30百万円

開発するシステムの内容としましては、『BMS-R(賃貸物件管理システム)システム』(※７)及び『CHIKUZOW(チク

ゾウ)(※８)』の開発を予定しております。それらシステム開発のための稼動時間増加(外注の増員及び社員の増員)

にともなう資金です。

(※７)　BMS-Rは賃貸仲介・管理会社様向けの業務支援システムです。「物件検索(CMS)」、「プロジェクト管

理」、「見込客・営業支援」、「賃貸契約管理」から、必要なものだけを絞り込み、組み合わせて利用す

ることができます。

(※８)　CHIKUZOW(ちくぞう)は、これから不動産投資家をめざす方への入門情報のご提供や、既に不動産を所有し

ている方へのプロパティマネジメントをはじめとするお役立ち情報をご提供するアプリです。

所有物件の管理会社から届く各種報告をスマホで簡単に把握することが可能になります。また、所有物件

の管理・閲覧も可能です。今まで必要な情報を探し出すのに費やしていた時間を大幅に短縮することがで

き、プロパティマネジメントに必要な情報を効率良く、リアルタイムに把握することができる便利なツー

ルです。

 
④　銀行からの有利子負債の返済への充当資金として30百万円を予定しております。当社は銀行４行からの借入に対

する約定弁済として年間約116百万円返済しております。その返済額の一部として充当いたします。これら銀行か

らの借入については主に、当社主たる事業であるカーテン事業の仕入資金として使用しております。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

(ア)楢﨑　幹雄

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 楢﨑　幹雄

住所 広島県福山市

職業の内容

勤務先の名称及び役職 花園先端医学研究所　代表

所在地 東京都中央区

事業の内容 医療研究所

勤務先の名称及び役職 (有)エム・ケーエンタプライズ　取締役

所在地 広島県福山市

事業の内容 介護関連業務

勤務先の名称及び役職 (有)ケア・コムジャパン　取締役

所在地 広島県福山市

事業の内容 介護関連業務

勤務先の名称及び役職 (有)メドックジャパン　取締役

所在地 広島県福山市

事業の内容 介護関連業務

勤務先の名称及び役職 花園クリニック　院長

所在地 広島県福山市

事業の内容 医療クリニック
 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 新会社の顧問として就任する予定であります。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 業務委託契約を締結する予定であります。
 

 

EDINET提出書類

五洋インテックス株式会社(E02854)

有価証券届出書（組込方式）

15/52



 

(イ)大村　寿男

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 大村　寿男

住所 愛知県名古屋市瑞穂区

職業の内容

勤務先の名称及び役職 ZIP株式会社　代表取締役

所在地 東京都墨田区錦糸二丁目４番６号

事業の内容 ホテルの利用企画、コンサルタント

勤務先の名称及び役職 有限会社お風呂カンパニー　代表取締役

所在地 東京都墨田区錦糸二丁目４番６号

事業の内容 浴場の運営

勤務先の名称及び役職 有限会社コントラスト　取締役

所在地 東京都墨田区錦糸二丁目４番６号

事業の内容 ホテルの経営
 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
 

 
(ウ)大村　正恵

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 大村　正恵

住所 愛知県名古屋市瑞穂区

職業の内容

勤務先の名称及び役職 ZIP株式会社　取締役

所在地 東京都墨田区錦糸二丁目４番６号

事業の内容 ホテルの利用企画、コンサルタント

勤務先の名称及び役職 有限会社お風呂カンパニー　代表取締役

所在地 東京都墨田区錦糸二丁目４番６号

事業の内容 浴場の運営
 

※払込金額は全額、配偶者であり同じく割当予定先である大村寿男氏からの借入により充当いたします。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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(エ)吉村　栄治

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 吉村　栄治

住所 愛知県安城市

職業の内容

勤務先の名称及び役職 トップメディアホールディング株式会社　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 経営コンサルタント業

勤務先の名称及び役職 株式会社トップメディア　取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 携帯電話の販売

勤務先の名称及び役職 株式会社トップライジング　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 フィットネスクラブの経営、飲食店業

勤務先の名称及び役職 株式会社トルネードジャパン　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 発電及び売電に関する事業

勤務先の名称及び役職 美容食品研究所株式会社　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城東町

事業の内容 美容に関するカウンセリング及び紹介業

勤務先の名称及び役職 株式会社美研　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 岩盤浴場の経営

勤務先の名称及び役職 株式会社エピ　代表取締役

所在地 愛知県安城市三河安城南町

事業の内容 エステティック、ネイル、メイクアップサロンの運営
 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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(オ)青木　敏

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 青木　敏

住所 京都府京田辺市

職業の内容

勤務先の名称及び役職 株式会社ブルースカイ　代表取締役

所在地 京都府京田辺市

事業の内容 再生可能エネルギーの販売
 

※払込金額は、割当予定先の自己資金と同氏配偶者が契約者となっている生命保険証券を解約することにより得られ

る解約返戻金を同配偶者から借入、及び同氏が代表取締役を務めております株式会社ブルースカイからの借入によ

り充当いたします。なお、上記、生命保険につきましては平成29年５月19日現在、すべて未だ解約手続を行ってお

りませんが、払込日前までに解約手続作業を行う予定であることを確認しています。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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(カ)木村　昌弘

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 木村　昌弘

住所 大阪府大阪市中央区

職業の内容

勤務先の名称及び役職 オウルウッド・ホールディングス株式会社　代表取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 経営コンサルタント業

勤務先の名称及び役職 オウルウッド・リアルエステート株式会社　取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介並びに保有、運用業務

勤務先の名称及び役職 オウルウッド・キャピタル株式会社　代表取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 金銭債権の売買に関する業務

勤務先の名称及び役職 オウルウッド・コンサルティング株式会社　取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 経営コンサルタント業

勤務先の名称及び役職 オウル＆アソシエイツ合同会社　職務執行者

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容
債権、不動産、有価証券、その他金融商品に関する調査及び投
資業務

勤務先の名称及び役職 サンリミット・ジャパン株式会社　代表取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 金銭債権の売買に関する業務

勤務先の名称及び役職 株式会社ヴァイン　取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 経営コンサルタント業

勤務先の名称及び役職 株式会社SLJホールディングス株式会社　代表取締役

所在地 大阪府大阪市中央区

事業の内容 経営コンサルタント業
 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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(キ)株式会社木村建設

ａ．割当予定先の概要

 

名称 株式会社木村建設

本店の所在地 愛知県名古屋市中川区野田三丁目241番地

代表者の役職及び氏名 代表取締役　木村永浩

資本金 1,000万円

事業の内容 土木工事業及び建設工事業

主たる出資者及びその出資比率

木村哲也　33％
木村朝子　29％
木村永浩　22％
木村徳浩　12％

 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

当社が保有している
割当予定先の株式の数

該当事項はありません。

当社が保有している
割当予定先の株式の数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
 

 
(ク)株式会社ＢＴホールディング

ａ．割当予定先の概要

 

名称 株式会社ＢＴホールディング

本店の所在地 東京都千代田区神田神保町二丁目１７番地　

代表者の役職及び氏名
代表取締役　鈴木　洋
代表取締役　鈴木　洋子

資本金 100万円

事業の内容 経営コンサルティング

主たる出資者及びその出資比率

鈴木洋　　30％
鈴木洋子　10％
石川志保　30％
杉浦晶子　30％

 

※払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

当社が保有している
割当予定先の株式の数

該当事項はありません。

当社が保有している
割当予定先の株式の数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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ｃ　割当予定先の選定理由

(2) 割当予定先を選定した理由

当社は、当社のおかれている財務内容の現状と課題及び今後の事業戦略をご理解いただける投資家を模索

し、複数の有力先と接触を重ねてまいりました。そして、平成29年２月上旬に資金調達作業を進める過程にお

いて、ファイナンスについて豊富な知識と経験を保有するアドバイザーの必要性を認識しておりましたとこ

ろ、当社社外取締役である名井博明氏からロックハラード証券株式会社の紹介を受け、同社との定期的な情報

交換の中で、投資家の候補先の紹介及び当該候補先との調整等を目的とするファイナンシャル・アドバイザ

リー契約を平成29年３月１日締結するに至りました。

ロックハラード証券株式会社につきましては、当社社外取締役である名井博明氏からの紹介により、既に当

社子会社である株式会社レックアイが、ロックハラード証券株式会社のグループ企業でありますロックハラー

ドコミットライン株式会社(住所：東京都中央区日本橋２－８－６、代表取締役社長：中沢 誠)及びロックハ

ラードレンディング株式会社(住所：東京都中央区日本橋２－８－６、代表取締役社長：西岡 正城)との間で、

不動産テック関連事業における事業協力を行うことを約しております。

ロックハラードコミットライン株式会社及びロックハラードレンディング株式会社は、平成29年７月頃から

不動産テック事業への参入を予定しております。一方で株式会社レックアイも船井総研等と不動産テックを進

めておりますため、不動産テック分野で事業協力をすることにいたしました。現在、ロックハラードレンディ

ング株式会社から不動産テック向けのシステム開発を株式会社レックアイが受注する予定になっております。

(平成29年２月22日付News Release『事業協力に関するお知らせ』ご参照)

当社は、ロックハラード証券株式会社に対して、当社の事業戦略、財務内容及び資金需要等の説明を行い、

当社の現状を理解していただいたうえで割当予定先のご紹介をいただきました。これを受け、当社は、複数の

割当有力先との交渉を行い、その結果、割当予定先として楢﨑幹雄氏、大村寿男氏、大村正恵氏、吉村栄治

氏、青木敏氏、木村昌弘氏、株式会社木村建設及び株式会社ＢＴホールディングの６氏及び２法人の合計８投

資家様(以下、「割当予定先８者」)を選定いたしました。

なお、割当予定先のうち楢﨑氏を除く７者からは、当社に対して純投資目的で資金を投下していだだけると

の意思表明を頂いております。楢﨑氏につきましては、本第三者割当増資後に設立する新会社において顧問と

して就任する予定であり、今後、当社とともに経営に参画する予定であることから政策投資目的によるもので

あります。

当社が楢﨑氏を除く７者を選定した理由は、純投資を目的としていることから、当社の経営に参加し、また

当社を子会社化又は系列化する意向がないことが明らかであるためです。楢﨑氏につきましては、政策投資目

的によるものでありますが、当社の業績回復のために必要不可欠な新事業の中心となる人物であるため、選定

いたしました。

早期に業績回復を図ることが当社の最優先課題ですが、そのためには、既存事業であるカーテン事業の見本

帳改訂と株式会社レックアイにおける「不動産テック」事業の開始、及び先端医療検査に関わるサービス事業

開始のための新会社を設立といった積極的な事業展開が不可欠であると考えております。

当社のかかる事業計画及び経営方針を尊重して頂ける割当先を選定することこそ、当社が持続的な成長を目

指すために最も適切であると判断いたしました。また、割当予定先８者には、当社の資金ニーズをご理解頂い

たため、迅速に必要な資金を確保することが見込めたことも、割当予定先８者を選定した理由です。
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(ア)楢﨑幹雄

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、平成28年12月に

ロックハラード証券株式会社の取締役会長である鈴木壮治氏より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針

に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、花園先端医学研究所の代表である、楢﨑幹雄氏の紹介をいただきま

した。同氏は、世界の先端医療を日本へ、スピーディーに普及したい強い思いをお持ちで、遺伝子検査に基

づくがん治療の研究をはじめ、ガン予防検査の研究、着床前診断検査の研究、予防医療の研究などの遺伝子

検査を推進されており、花園クリニックの常勤の院長であります。

平成29年２月末、ロックハラード証券株式会社代表取締役である西岡正城氏から投資家として楢﨑幹雄氏

を紹介されました。

当社新規事業である先端医療検査に関わるサービス事業にかねてから従事されていた経緯を踏まえ、今後

も当社株式を中長期的で保有をして頂けること及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、

ご理解を頂いていること、そして新会社の顧問として就任する予定であり今後当社グループの一員として従

事していただくことなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の引受

予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

 
(イ)大村寿男

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に大村寿男氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途

の説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対

し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で

保有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年

経過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、

ご理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の

引受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

また、割当予定先の一人であります大村正恵氏は配偶者であります。
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(ウ)大村正恵

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に大村正恵氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途

の説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対

し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で

保有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年

経過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、

ご理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の

引受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、配偶者であり同じく割当予定先である大村寿男氏からの借入により充当いたしま

す。

また、割当予定先の一人であります大村寿男氏は配偶者であります。

 
(エ)吉村栄治

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に吉村栄治氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途

の説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対

し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で

保有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年

経過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、

ご理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の

引受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。
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(オ)青木敏

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に青木敏氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途の

説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対し

興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で保

有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又は

一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年経

過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、ご

理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の引

受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は、割当予定先の自己資金と同氏配偶者が契約者となっている生命保険証券を解約するこ

とにより得られる解約返戻金を同配偶者から借入、及び同氏が代表取締役を務めております株式会社ブルー

スカイからの借入により充当いたします。なお、上記、生命保険につきましては平成29年５月19日現在、す

べて未だ解約手続を行っておりませんが、払込日前までに解約手続作業を行う予定であることを確認してい

ます。

 
(カ)木村昌弘

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に木村昌弘氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途

の説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対

し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で

保有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年

経過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、

ご理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の

引受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。
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(キ)株式会社木村建設

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に株式会社木村建設の代表取締役である木村永浩氏をご紹介頂きました。今回、本新株式の割当につい

てのお引受けを依頼した際、資金使途の説明として当社新規事業として先端医療検査に関わるサービス事業

についてご説明した際に、同事業に対し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、当社新事業にもご理解頂け

たこと、今後も当社株式を中長期的で保有をして頂けること(なお、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)

より２年間において当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつ

き、確約書を締結しておりますが、２年経過後において売却する可能性はございます。)及び今般の調達資金

を各資金使途に充当することに対して、ご理解を頂いていることなどの理由により、割当予定先としての協

議をさせて頂いた結果、本第三者割当の引受予定先として選定することといたしました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

　

(ク)株式会社ＢＴホールディング

当社とロックハラード証券株式会社は、今回の資金調達の検討を進める中で、投資家との仲介を引き受け

ていただくこととなり、平成29年３月にアドバイザリー契約を締結いたしました。また、ロックハラード証

券株式会社より、当社の資金ニーズ並びに当社の経営方針に沿った割当予定先の紹介を頂く中で、平成29年

３月に株式会社ＢＴホールディングの代表取締役である鈴木洋氏及び鈴木洋子氏をご紹介頂きました。今

回、本新株式の割当についてのお引受けを依頼した際、資金使途の説明として当社新規事業として先端医療

検査に関わるサービス事業についてご説明した際に、同事業に対し興味をお持ち頂いていた経緯を踏まえ、

当社新事業にもご理解頂けたこと、今後も当社株式を中長期的で保有をして頂けること(なお、本新株式の払

込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を

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、譲渡の方法等を当社に書面にて報

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

縦覧に供されることにつき、確約書を締結しておりますが、２年経過後において売却する可能性はございま

す。)及び今般の調達資金を各資金使途に充当することに対して、ご理解を頂いていることなどの理由によ

り、割当予定先としての協議をさせて頂いた結果、本第三者割当の引受予定先として選定することといたし

ました。

なお、払込金額は全額、割当予定先の自己資金であります。

 
また、当社においても、外部機関に調査を依頼し、割当予定先が反社会的勢力との間における関係がない

旨の確証を得ております。

 
ｄ　割り当てようとする株式の数

 

氏名又は名称 株式数

楢﨑幹雄 500,000株

大村寿男 900,000株

大村正恵 900,000株

吉村栄治 360,000株

青木敏 220,000株

木村昌弘 220,000株

株式会社木村建設 150,000株

株式会社ＢＴホールディング 350,000株
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ｅ　株券等の保有方針

割当予定先のうち楢﨑氏を除く７者は純投資を目的としており、当社との間において、割当新株式について継

続保有及び預託に関する取決めをしておりませんが、当社株式を中長期的で保有をして頂けること、今般の調達

資金を各資金使途に充当すること及び今回の増資に関するリスクをご理解頂いた上で、当社が今回の増資資金を

もとに業績向上に励むことを約しております。また、楢﨑氏につきましても、本第三者割当増資後に設立する新

会社において顧問として就任する予定であり、割当新株式について継続保有及び預託に関する取決めをしており

ませんが、今回の増資に関するリスクをご理解頂いた上で、当社が今回の増資資金をもとに業績向上に励むこと

を約しております。

なお、当社は割当予定先から、本新株式の払込期日(平成29年６月30日)より２年間において当該株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに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、譲渡の方法等を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縦覧に供されることにつき、確約書を締結しております。

 
ｆ　払込みに要する資金等の状況

割当予定先の払込みに要する財産につきましては、次の通り確認しております。

①　楢﨑幹雄氏につきましては、本人の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手することにより確認

しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表明及

び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本第三

者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

②　大村寿男氏につきましては、本人の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手することにより確認

しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表明及

び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本第三

者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

③　大村正恵氏につきましては、配偶者であり同じく割当予定先である大村寿男氏の銀行残高証明書など割当予

定先の書類の控えを入手することにより確認しております。(払込金額は全額、大村寿男氏からの借入により充

当いたします。)

なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表明及び保証した書

面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本第三者割当増資の

払込みに関して問題ないと判断しております。

④　吉村栄治氏につきましては、本人の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手することにより確認

しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表明及

び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本第三

者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

⑤　青木敏氏につきましては、本人の銀行残高証明書、同氏配偶者が契約者となっている生命保険証券及び同氏

が代表取締役を務めております株式会社ブルースカイの銀行預金通帳など割当予定先の書類の控えを入手する

ことにより確認しております。(払込金額は、割当予定先の自己資金と同氏配偶者が契約者となっている生命保

険証券を解約することにより得られる解約返戻金を同配偶者から借入、及び同氏が代表取締役を務めておりま

す株式会社ブルースカイからの借入により充当いたします。なお、上記、生命保険につきましては平成29年５

月19日現在、すべて未だ解約手続を行っておりませんが、払込日前までに解約手続作業を行う予定であること

を確認しています。)なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表

明及び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本

第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

⑥　木村昌弘氏につきましては、本人の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手することにより確認

しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の表明及

び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、本第三

者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。
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⑦　株式会社木村建設につきましては、同社の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手することによ

り確認しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有している旨の

表明及び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいております。よって、

本第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

⑧　株式会社ＢＴホールディングにつきましては、同社の銀行残高証明書など割当予定先の書類の控えを入手す

ることにより確認しております。なお、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である資金を保有し

ている旨の表明及び保証した書面を受領しており、払込期日に全額払い込むことの確約をいただいておりま

す。よって、本第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

 
以上より、当社は各割当予定先が本新株式の払込みに要する財産を有しているものと判断いたしました。

 
ｇ　割当予定先の実態

当社は、割当予定先、当該割当予定先の関係会社の役員、主要株主(主な出資者)又はアレンジャーが暴力団等

の反社会的勢力であるか否か、及び各割当予定先関係者が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否につい

て、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ(住所：東京都港区赤坂二丁目８番　代

表取締役：羽田　寿次)に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領いたしました。当該調査報告書において、当

該割当予定先関係者が反社会的勢力である、又は、各割当予定先関係者が反社会的勢力と何らかの関係を有して

いる旨の報告はありませんでした。よって、当社は、各割当予定先関係者が反社会的勢力と何らかの関係がな

く、社会的信用力は十分であると判断しております。

上記のとおり、割当予定先、割当予定先の役員及び主な出資者が暴力団等とは一切関係がないことを確認して

おり、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価額の算定根拠及びその具体的内容

本新株式の発行価額につきましては、割当予定先との協議の結果、本件第三者割当に係る取締役会決議日(以下

「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(平成29年５月18日)の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値である126円を参考とし、発行価額を126円(ディスカウント率は0％)といたしました。なお、本取締役会

決議日の直前１ヶ月間(平成29年４月19日から平成29年５月18日まで)の終値平均値である123円(単位未満四捨五

入。終値平均値の計算において以下同じです。)に対するプレミアム率は2.44％、本取締役会決議日の直前３ヶ月間

(平成29年２月19日から平成29年５月18日まで)の終値平均値である126円に対するプレミアム率は０％、本取締役会

決議日の直前６ヶ月間(平成28年11月19日から平成29年５月18日まで)の終値平均値である117円に対するプレミアム

率は7.69％となっております。

取締役会決議日の前日終値を参考値と採用いたしましたのは、平成29年５月12日に適時開示いたしました当社平

成29年３月期決算短信の開示から一定の期間後に形成された株価が、直近の市場価格として、当社株式の価値をよ

り公正に反映していると判断したことによるものであり、当社の業績動向、当社の株価動向、及び割当予定先の保

有方針等を考慮しつつ、割当予定先との交渉の結果、前日終値を参考値とすることを決定いたしました。かかる発

行価額につきましては、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」に準拠するものであり、当

社は合理的な価額であり有利発行には該当しないものと判断しております。
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(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

本新株式による発行株式数3,600,000株に係る総議決権数は3,600個となり、当社の総議決権数16,587個(平成29年

３月31日現在)に占める割合が21.70％となることから、株式価値の希薄化につながることになります。

そのため、一時的には株式の希薄化が生じますが、本件第三者割当増資を実施し、調達資金を新規事業へ積極的

に投資することにより、自己資本の充実及び収益性の向上による早期の業績回復が図られ、中長期的な視点から既

存株主価値の持続的な拡張につながることから、当社といたしましては、本新株式の発行数量及び株式価値の希薄

化の規模は合理的であると判断しております。

また、当社は、平成29年６月29日に開催予定の当社定時株主総会において、本新株式の発行による資金調達の必

要性及び相当性について、普通決議により賛否を頂く方法により株主の皆様のご判断を頂き、当該第三者割当によ

る新株式の発行に関する決議を得ることを前提として、本新株式の発行を決議いたしました。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
総議決権数に
対する所有議決
権数の割合(％)

割当後の
所有株式数(株)

割当後の総議決権
数に対する所有議
決権数の割合(％)

株式会社大倉商事
愛知県小牧市小木５丁目
411番地

1,013,000 6.10 1,013,000 5.01％

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場
町１丁目２番10号

968,000 5.83 968,000 4.79％

鈴木德之 東京都北区 934,912 5.63 934,912 4.62％

大村寿男 愛知県名古屋市瑞穂区 ― ― 900,000 4.45％

大村正恵 愛知県名古屋市瑞穂区 ― ― 900,000 4.45％

むさし証券株式会社
さいたま市大宮区桜木町
４丁目333番地13

677,000 4.08 677,000 3.35％

株式会社ＳＢＩ証券
港区六本木１丁目６番１
号

594,000 3.58 594,000 2.94％

楢﨑幹雄 広島県福山市 ― ― 500,000 2.47％

楽天証券株式会社
東京都世田谷区玉川１丁
目14番１号

477,000 2.87 477,000 2.36％

廣告社株式会社
東京都千代田区有楽町１
丁目２－14

475,000 2.86 475,000 2.35％
 

(注) １　平成29年３月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

２　「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年３月31日現

在の総議決権数16,587個に、本新株式に係る議決権の数3,600個を加えて算定しております。

３　上記の割合は、小数点以下第３位を切り捨てしております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」に記載の最近事業年度に係る有価証券報告書又は最近事業年度の翌事業年度に係る四半

期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の

提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成29年５月19日)までの間において変更がありました。以下の内容は、変更

後の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更箇所は下線で示しております。以下において、当社の

事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずし

も、そのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項につい

ては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、文中の将来に関する事項は、本

有価証券届出書提出日(平成29年５月19日)現在において当社が判断したものであります。

(1) 市場の動向に関するもの

カーテンは住宅の新設時に販売することが多い為、新設住宅着工戸数が低く推移することは当社グループの業績

に重大な影響を及ぼします。

 

(2) 為替レートの変動

当社グループでは生地仕入のおよそ半分を輸入しており、大半がユーロでの決済となっております。その為、為

替変動によるリスクヘッジとしてユーロによる先物為替予約取引を行っております。円安は仕入コストの増加に繋

がり、当社グループの業績に悪影響を及ぼします。

 

(3) 原油価格の変動

原油価格の上昇は仕入コストに反映される為、当社グループの業績に悪影響を及ぼします。

 

(4) 株式価値の希薄化に関わるリスク

当社取締役会において、楢﨑幹雄、大村寿男、大村正恵、吉村栄治、青木敏、木村昌弘、株式会社木村建設及び

株式会社ＢＴホールディングを割当予定先とする第三者割当による株式の発行を行うことを平成29年５月19日付け

で決議いたしましたが、当社の総議決権数は16,587個(直前の基準日である平成29年３月31日現在)であり、今回、

第三者割当により発行される当社普通株式の数3,600,000株に係る議決権の数は3,600個となり、当社の総議決権に

対する希薄化率は21.70％になり、相応の株式価値の希薄化につながることになります。これにより当社の株価に影

響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 資金調達に関するリスク

本新株式の発行について払込期日に払込みがなく失権する場合は、資金需要に沿った調達が困難になる可能性が

あります。この場合は、予定していた資金調達ができなくなることで、当初計画していた自己資本の充実及び収益

性の向上による早期の業績回復の目的達成が困難になる可能性があります。

 

(6) 特定人物への依存

新会社における新規事業を行うにあたり、医師である楢﨑氏は新たな事業モデルの創出において中心的な役割を

担い、また、実際の事業の推進においても重要な役割を果たしています。当社は、同氏に過度に依存しない経営体

制の構築を目指し、人材の育成・強化に注力していますが、同氏が何らかの理由により業務執行できない事態と

なった場合には、当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。
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(7) 遺伝子検査の事務代行サービス事業の事業環境について

遺伝子検査の実施にあたりましては、診療環境、それを取り巻く社会情勢、法的基盤、安全性、倫理性、社会性

等の観点から、さまざまな見解、意見等が議論されている状況であります。

公益社団法人日本産科婦人科学会が平成25年６月22日付「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見

解」において、学会としての基本的な実施方針等を示しており、検査実施要件として、例えば「高齢妊娠の場合」

等を掲げております。

楢﨑氏は、上記学会の実施方針等を尊重しながらも、比較的低額な費用で、被検者の年齢制限を設けない点等に

独自性があります。

楢﨑氏は平成28年９月新型出生前診断検査開始以来、公益社団法人日本産科婦人科学会等５団体の検査の中止を

求める声明(「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」についての共同声明(平成28年11月２日))や一部マスメ

ディア等から楢﨑氏に対して寄せられた各種批判の記事等はありましたが、当検査を中断した事実はありません。

(同共同声明内において、「母体血を用いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会での認定を受けた医療機関

での採血を求めておりますが、花園先端医学研究所は当該認定を受けておりません。)

楢﨑氏は花園先端医学研究所ホームページ内(http://www.hanazono-madm.com/news/15/)において、「日本産科婦

人科学会の指針は、当然のことながらカウンセリング体制も含め大変重要な指針だと理解しております。しかしな

がら、上述の通り、一方でこの検査を受けたくても受けることができない妊婦様が多く存在する事も大きな問題だ

と考えております。その為弊社としては、違法性がない限り、協力して頂ける医師の皆様と共にこの検査を提供す

べきだと考えております。」からも明らかなとおり、楢﨑氏は、公益社団法人日本産科婦人科学会の見解を理解

し、十分に尊重するとしております。これは、楢﨑氏らが、新型出生前診断検査に内在する倫理性、新型出生前診

断検査の意味内容を被検者及びその関係者の十分な理解の必要性等を十分に認識していることを示すものでありま

す。

当社が行う遺伝子検査の事務代行サービス事業は、新型出生前診断検査に関わる事務の受託業務であります。当

受託業務は、楢﨑氏が花園先端医学研究所新型出生前診断検査が違法ではない以上、何らの法的問題も存しないと

考えております。

当社が行う事業は事務代行サービスでありますが、花園先端医学研究所と同一視されるため一部マスメディア等

からの批判は予想されます。しかし、当社としては、適宜、楢﨑氏が行う新型出生前診断検査の意義、内容、必要

性及び有用性を広く啓蒙することに協力し、楢﨑氏を支援する対応を取るべきであると考えております。

受託業務の継続性については、契約履行の問題であり、当社がコントロールできる問題ではありませんが、楢﨑

氏から業務委託契約期間5年及び検査体制の継続をすることの意向の表明いただいておりますので、継続性が遮断さ

れる可能性が極めて少ないと思われます。

ただし、万が一予期せぬ環境の変化等による事業の遅れが生じ、当社グループの業績等への影響を及ぼす可能性

があります。

 

(8) 検査中止について

当事業における、遺伝子検査は外部(イギリスの検査会社)へ委託する形式をとっております。

現在(平成29年５月19日時点)花園先端医学研究所において、新規の申し込みを停止しております。(そのため、現

在、検査申込サイトを停止しております。)

これまでは楢﨑氏(英国の検査会社にアカウントを持っている)の署名入り申込書に、被検者の署名したものを申

込書として英国の検査会社に提出し、検査を受け付けていただいておりました。

しかし、英国の検査会社がCooper Surgical.Inc. (住所：95 Corporate Drive Trumbull, CT 06611 USA、ホーム

ページ：http://www.coopersurgical.com/)の傘下となった後、検査受付のルールが変更となり『アカウントを持っ

ている医師』、ないし『その医師の医療法人で採血を行った医師』の署名が条件となりました。

楢﨑氏は広島県福山市で月～土まで診察を行っており、東京で採血をすることは無理なため、やむを得ず受付を

中止いたしております。

また、現在、楢﨑氏は、福山での花園クリニックの開業医であり、これは医療法人ではなく東京にクリニックは

ない状態です。
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さらに、これまで採血を依頼していましたクリニック「真健庵」は、月・火の週２日の受付であり(つまり遺伝子

検査を行いたくても、肝心な採血について、週二日しか採血をするクリニックがない状態でありました。)兼ねてか

ら採血クリニックを別に変更する計画でありました。

そこで、採血可能日を増やすために、新会社の設立に間に合うように、楢﨑氏が自ら新たに採血クリニックを開

設いたします。(予定所在地：東京都中央区銀座、理事長　楢﨑幹雄)

保健所等 開設の許認可を受け、楢﨑氏が理事長を務める医療法人が東京にクリニックを開業させ(平成29年７月

中を予定しております。)、そこで被検者の方の採血が可能となります。

花園クリニックに、楢﨑氏以外の常勤の医師が１人増員されたため、楢﨑氏自らが東京のクリニックに勤務が可

能になり、加えて東京のクリニックに楢﨑氏以外の医師を常駐させる予定であります。(東京のクリニックで看護師

の中心となる人材は、花園クリニックから派遣する予定であります。)

この東京のクリニックの採血担当の医師のサインをした申込書であれば、検査会社側の検査受付条件を満たしま

すので、花園先端医学研究の検査受付を再開するとともに、当社新会社の事務代行サービスも開始いたします。

以上の理由により、現在行っている採血クリニックから、新設クリニックへの移行期間については受付を止めて

いる状況でございます。

楢﨑氏は、平成29年４月に医療法人を買収し、理事長変更登記申請を完了し、諸手続き後許認可を受け、東京に

開設するのは平成29年７月の予定でございます。開設後速やかに新型出生前診断検査の受付を再開する予定でござ

います。

上記の通り、近日中に再開の予定でありますが、今後におきましても同様の事態が発生した場合、検査中止を余

儀なくされ、当社グループの業績等へ影響を及ぼす可能性があります。

また、遺伝子検査は、その有効性と安全性が一定期間にわたって確認された使用実績のため、遺伝子検査そのも

のによる重篤な副作用が発生するリスクは極めて小さいと考えられます。ただ万一予期せぬ新たな副作用の発生等

や事故が発生した場合、検査中止を余儀なくされ、当社グループの業績等へ影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) その他の制度改革について

近年、医療に対する患者さまの権利意識の向上や医療財政の窮迫化等を原因とする各種医療制度改革が進行して

おります。今後も引き続き各種医療制度改革の実施が考えられますが、その動向によっては被検査患者数の減少等

により当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。

 

(10)個人情報管理について

当社グループは、先端医療検査に関わるサービス事業において、住所、氏名、生年月日だけでなく妊娠周期など

の個人情報を取り扱っております。当社グループにおいては、個人情報について厳重な管理を行っておりますが、

これらの個人情報が漏洩した場合には、住所、氏名などの一般的な個人情報の漏洩の場合と比較し、より多額の賠

償責任が生じる可能性があります。また、個人情報の保護に関しては、「個人情報の保護に関する法律」により、

当社及び連結子会社を含む個人情報取扱事業者が本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供した場合等には、行

政処分が課され、場合によっては刑事罰の適用を受けることもあります。

これらのため、当社グループにおいて、万一個人情報の漏洩があった場合には、多額の賠償金の支払いや行政処

分、それらに伴う既存顧客の信用及び社会的信用の低下等により当社グループの業績等が影響を受ける可能性があ

ります。

 
２．資本金の増減

該当事項はありません。
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３．臨時報告書の提出について

後記「第四部　組込情報」に記載の第39 期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成29年５月

19日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。

 
[平成28年７月１日東海財務局長に提出]

１　提出理由　

当社は、平成28年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２　報告内容　

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

議案 取締役４名選任の件

大脇功嗣、久保真二、小林光博、久野峯一の４氏を取締役として選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

議案
取締役４名選任の件

   

(注)

  

　大脇功嗣
　久保真二
　小林光博
　久野峯一

7,813
7,813
7,813
7,812

232
232
232
233

0
0
0
0

可決
可決
可決
可決

97.12
97.12
97.12
97.10

 

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。
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[平成28年10月11日東海財務局長に提出]

１　提出理由　

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第４号の規定に基づき提出するものであります。

 

２　報告内容　

(1)当該異動に係る主要株主の名称又は氏名

主要株主でなくなるもの　

日本証券金融株式会社

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

①当該主要株主の所有議決権の数

異動前　　2,094個

異動後　　1,627個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前　　13.60％

異動後　　 9.81％

(注)総株主等の議決権に対する割合は、異動前におきましては、平成28年３月31日現在の、総株主の議決権の数

15,393個を分母として計算し、小数点第三位を四捨五入しております。異動後におきましては、平成28年９月

30日現在の、総株主の議決権の数16,586個を分母として計算し、小数点第三位を四捨五入しております。

　

(3)当該異動の年月日

平成28年９月30日

　

(4)その他の事項

①本報告書提出の経緯

平成28年９月30日現在の株主名簿が、平成28年10月11日に当社に届き、主要株主の異動を確認いたしました。

②本報告書提出日現在の資本金の額

1,157,709,020円

③本報告書提出日現在の発行済株式総数

16,603,174株

　

４．最近の業績の概要

第40期連結会計年度(自平成28年４月１日至平成29年３月31日)

平成29年５月12日開催の取締役会で承認し、公表した第40期連結会計年度(自平成28年４月１日至平成29年３月31

日)に係る連結財務諸表は以下のとおりであります。

但し、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査報告書は

受領しておりません。
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連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 352,583 332,184

  受取手形及び売掛金 312,380 499,219

  商品 275,759 282,525

  仕掛品 - 14,253

  原材料及び貯蔵品 9,282 16,819

  繰延税金資産 - 12,582

  その他 33,920 20,542

  貸倒引当金 △1,335 △5,939

  流動資産合計 982,591 1,172,188

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 137,309 129,201

   機械装置及び運搬具（純額） 247 177

   土地 289,500 289,500

   リース資産（純額） 4,877 6,705

   建設仮勘定 - 13,490

   その他（純額） 4,960 4,501

   有形固定資産合計 436,896 443,574

  無形固定資産   

   のれん - 7,253

   商標権 182 151

   電話加入権 - 21

   ソフトウエア 6,416 17,703

   ソフトウエア仮勘定 - 65,201

   無形固定資産合計 6,599 90,331

  投資その他の資産   

   投資有価証券 25,172 28,117

   破産更生債権等 80,374 103,194

   差入保証金 32,013 45,139

   その他 4,336 56,915

   貸倒引当金 △80,374 △103,194

   投資その他の資産合計 61,522 130,172

  固定資産合計 505,018 664,078

 資産合計 1,487,609 1,836,266
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 155,263 153,355

  短期借入金 113,500 143,500

  1年内返済予定の長期借入金 84,008 158,786

  リース債務 841 1,211

  未払法人税等 14,315 21,879

  未払消費税等 13,185 31,085

  賞与引当金 6,316 15,999

  その他 37,280 58,592

  流動負債合計 424,710 584,410

 固定負債   

  長期借入金 290,155 367,058

  リース債務 4,298 5,522

  繰延税金負債 1,967 2,824

  退職給付に係る負債 32,582 35,489

  役員退職慰労引当金 5,324 5,324

  資産除去債務 6,963 6,977

  固定負債合計 341,291 423,195

 負債合計 766,002 1,007,606

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,092,903 1,157,709

  資本剰余金 406,199 471,005

  利益剰余金 △785,246 △809,763

  自己株式 △429 △559

  株主資本合計 713,427 818,391

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 8,180 10,268

  その他の包括利益累計額合計 8,180 10,268

 純資産合計 721,607 828,660

負債純資産合計 1,487,609 1,836,266
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 1,648,235 2,164,222

売上原価 939,019 1,182,824

売上総利益 709,215 981,398

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 252,547 346,735

 賞与 6,768 17,873

 賞与引当金繰入額 6,316 14,940

 貸倒引当金繰入額 - 30,998

 退職給付費用 5,738 7,043

 業務委託費 40,839 46,438

 賃借料 54,976 63,004

 減価償却費 17,173 20,395

 のれん償却額 - 3,626

 支払手数料 - 17,579

 その他 321,290 435,138

 販売費及び一般管理費合計 705,652 1,003,775

営業利益又は営業損失（△） 3,563 △22,377

営業外収益   

 受取配当金 690 697

 為替差益 2,424 1,745

 保険解約返戻金 9 509

 その他 3,662 8,679

 営業外収益合計 6,786 11,632

営業外費用   

 支払利息 10,555 12,965

 売上割引 454 514

 持分法による投資損失 - 864

 貸倒引当金繰入額 54,850 -

 創立費償却 322 -

 株式交付費 12,852 -

 その他 7,745 2,396

 営業外費用合計 86,780 16,740

経常損失（△） △76,429 △27,485

特別利益   

 違約金収入 - 24,434

 新株予約権戻入益 332 -

 特別利益合計 332 24,434

特別損失   

 減損損失 - 5,091

 固定資産除却損 0 11,994

 特別損失合計 0 17,086

税金等調整前当期純損失（△） △76,097 △20,136

法人税、住民税及び事業税 10,188 16,962

法人税等調整額 - △12,582

法人税等合計 10,188 4,379

当期純損失（△） △86,285 △24,516

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △86,285 △24,516
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連結包括利益計算書

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純損失（△） △86,285 △24,516

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,756 2,088

 その他の包括利益合計 △3,756 2,088

包括利益 △90,041 △22,428

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △90,041 △22,428
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 993,620 306,916 △698,961 △405 601,169 11,936 11,936 2,019 615,126

当期変動額          

新株の発行（新株予

約権の行使）
99,283 99,283   198,567    198,567

株式交換による増加 - -   -    -

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △86,285  △86,285    △86,285

自己株式の取得    △24 △24    △24

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     △3,756 △3,756 △2,019 △5,775

当期変動額合計 99,283 99,283 △86,285 △24 112,257 △3,756 △3,756 △2,019 106,481

当期末残高 1,092,903 406,199 △785,246 △429 713,427 8,180 8,180 - 721,607
 

 

当連結会計年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 1,092,903 406,199 △785,246 △429 713,427 8,180 8,180 - 721,607

当期変動額          

新株の発行（新株予

約権の行使）
- -   -    -

株式交換による増加 64,805 64,805   129,610    129,610

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △24,516  △24,516    △24,516

自己株式の取得    △129 △129    △129

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     2,088 2,088 - 2,088

当期変動額合計 64,805 64,805 △24,516 △129 104,964 2,088 2,088 - 107,052

当期末残高 1,157,709 471,005 △809,763 △559 818,391 10,268 10,268 - 828,660
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △76,097 △20,136

 減損損失 - 5,091

 減価償却費 17,173 54,725

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 54,565 27,425

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,739 983

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,655 2,906

 受取利息及び受取配当金 △742 △866

 支払利息及び社債利息 10,555 12,965

 株式交付費 9,496 -

 持分法による投資損益（△は益） - 864

 のれん償却額 - 3,626

 違約金収入 - △24,434

 新株予約権戻入益 △332 -

 有形固定資産除却損 0 0

 無形固定資産除却損 - 11,994

 売上債権の増減額（△は増加） △774 △55,629

 たな卸資産の増減額（△は増加） △7,666 27,413

 仕入債務の増減額（△は減少） 26,468 △1,907

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,455 17,899

 その他の資産の増減額（△は増加） △38,211 49

 その他の負債の増減額（△は減少） 2,635 △197

 小計 4,920 62,774

 利息及び配当金の受取額 738 750

 利息の支払額 △10,480 △12,818

 違約金の受取額 - 24,434

 法人税等の支払額 △1,770 △9,597

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,591 65,543

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △360 △18,040

 有形固定資産の取得による支出 △7,152 △16,609

 無形固定資産の取得による支出 - △40,591

 出資金の払込による支出 - △20,000

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

- △7,084

 貸付けによる支出 - △4,200

 貸付金の回収による収入 - 400

 その他の収入 155 1,210

 その他の支出 △2,217 △10,501

 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,574 △115,416
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 - 125,000

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △100,000

 長期借入れによる収入 97,000 185,000

 長期借入金の返済による支出 △180,990 △231,253

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △450 △995

 自己株式の取得による支出 △24 △129

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 187,051 -

 新株予約権の発行による収入 332 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー 72,918 △22,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,751 △72,251

現金及び現金同等物の期首残高 273,357 330,109

現金及び現金同等物の期末残高 330,109 257,858
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当連結会計年度において、連結財務諸表への影響は軽微であります。

　

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、商品の種類及び販売市場別を基本に、主にカーテン及びカーテン生地を中心とした「室内装飾

品関連」と主にシステムを中心とした「ＩＴ関連」の２つのセグメントから構成されており、事業ごとに包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益又は損失（△）ベースの数値であります。

 

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結損益計算
書計上額
(注)３

室内装飾品
関連

ＩＴ関連 計

売上高        

  外部顧客への売上高 1,496,162 ― 1,496,162 152,072 1,648,235 ― 1,648,235

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,496,162 ― 1,496,162 152,072 1,648,235 ― 1,648,235

セグメント利益又は　
損失（△）

146,915 ― 146,915 △916 145,999 △142,435 3,563
 

(注)１　その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連等であります。

　　２　セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分しない全社費用が含まれております。

　　３　セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益又は損失（△）と調整を行っております。

　　４　セグメント資産及び負債は、意思決定するうえで重要でないことから記載を省略しております。
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結損益計算
書計上額
(注)３

室内装飾品
関連

ＩＴ関連 計

売上高        

  外部顧客への売上高 1,502,031 623,390 2,125,422 38,800 2,164,222 ― 2,164,222

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,502,031 623,390 2,125,422 38,800 2,164,222 ― 2,164,222

セグメント利益又は　
損失（△）

146,256 10,081 156,338 △28,061 128,276 △150,653 △22,377
 

(注)１　その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗料等であります。

　　２　セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分しない全社費用が含まれております。

　　３　セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益又は損失（△）と調整を行っております。

　　４　セグメント資産及び負債は、意思決定するうえで重要でないことから記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 46.86円

１株当たり当期純損失金額（△） △6.01円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。
 

１株当たり純資産額 49.92円

１株当たり当期純損失金額（△） △1.50円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。
 

 

 

(注) 算定上の基礎は、次のとおりであります。

　　１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 721,607 828,660

普通株式に係る純資産額（千円） 721,607 828,660

普通株式の発行済株式数（株） 15,403,074 16,603,174

普通株式の自己株式数（株） 3,119 4,179

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

15,399,955 16,598,995
 

 

　　２　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純損失
（△）（千円）

△86,285 △24,516

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）　（千円）

△86,285 △24,516

普通株式の期中平均株式数（株） 14,359,826 16,399,113
 

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
 

有価証券報告書 
事業年度
(第39期)

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月30日
東海財務局長に提出

四半期報告書
事業年度
(第40期第３四半期)

自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

平成29年２月13日
東海財務局長に提出

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
(第39期)

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成29年５月19日
東海財務局長に提出

 

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

EDINET提出書類

五洋インテックス株式会社(E02854)

有価証券届出書（組込方式）

45/52



 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年６月29日
 

 

五洋インテックス株式会社

 　　取　締　役　会　　　御　中
 

 

監査法人　コスモス  
 

 

代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　太　田　　修　二　　　㊞

 

 

代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　新　開　　智　之　　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる五洋インテックス株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、五

洋インテックス株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年４月28日開催の取締役会において、会社を株式交換完全親

会社、株式会社レックアイを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、五洋インテックス株式会社の

平成28年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、五洋インテックス株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年６月29日
 

 

五洋インテックス株式会社

 　　取　締　役　会　　　御　中
 

 

監査法人　コスモス  
 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士    太　田　　修　二　　　㊞

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士    新　開　　智　之　　　㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる五洋インテックス株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、五洋イ

ンテックス株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年４月28日開催の取締役会において、会社を株式交換完全親

会社、株式会社レックアイを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年２月10日
 

五洋インテックス株式会社

取　締　役　会　　御中
 

 

監査法人　コスモス  
 

 

代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　新　開　　智　之　　　㊞

 

 

業務執行社員  公認会計士　　小　室　　豊　和　　　㊞
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている五洋インテック

ス株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日

から平成28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、五洋インテックス株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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