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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 954,900株

完全議決権株式であり、権利内容に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。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１　本株式の募集及び発行（以下、「本第三者割当増資」といいます）については、平成29年５月19日（以下、

「決議日」といいます）開催の当社取締役会決議で決議しております。また、本株式の発行は、本有価証券

届出書に基づく届出の効力発生を条件としております。

２　振替機関の名称及び住所

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 954,900株 1,100,044,800 550,022,400

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 954,900株 1,100,044,800 550,022,400

　（注）１．本株式の募集は第三者割当の方法によるものとし、その全部を小橋工業株式会社、千代田化工建設株式会

社、アピ株式会社、いすゞ自動車株式会社及び伊藤忠エネクス株式会社（以下、個別に又は総称して「割当

予定先」といいます）に割り当てます。

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総額は550,022,400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

1,152 576 100株
平成29年６月５日（月）から

平成29年６月８日（木）まで
― 平成29年６月９日（金）

　（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．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。

３．本株式の引受けの申込みは、申込期間内に後記申込取扱場所へ株式申込証を提出して行うものとし、かかる

申込みを行った割当予定先は、払込期日に後記払込取扱場所へ割当てを受けた本株式に係る発行価格の全額

を払い込むものとします。

４．割当予定先から申込みがない場合には、本株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社ユーグレナ　管理部 東京都港区芝五丁目33-1

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　渋谷駅前支店 東京都渋谷区道玄坂一丁目7-4
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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）

1,100,044,800 7,000,000 1,093,044,800

　（注）１．発行諸費用の概算額とは第三者割当増資に係る諸費用の概算額であります。

２．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。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬、登録免許税等の登記関連費用及び有価証券届出書等の書類作成

費用等であります。

 

（２）【手取金の使途】

　本第三者割当増資により得られる資金は、①バイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラント（以下、

「本実証プラント」といいます）の運営に関する運転資金、及び②石垣島における藻類培養設備（以下、「本

藻類培養設備」といいます）に関する設備投資資金、に充当することを予定しております。

　手取金の具体的な使途及び支出予定時期につきましては以下の通りです。

　なお、調達資金を実際に支出するまでは、安全性の高い預金等にて運用していく予定であります。

資金使途 金額（円） 支出予定時期

①　本実証プラントの運営に関する運転資金 993,051,200 平成29年７月～平成32年９月

②　本藻類培養設備に関する研究開発資金 99,993,600 平成29年７月～平成30年９月

 

①　本実証プラントの運営に関する運転資金

　当社は国産バイオジェット・ディーゼル燃料を平成32年までに実用化することを目指して、平成29年６月

着工、平成30年10月完成、平成31年前半生産開始のスケジュールで本実証プラントの建設を予定しておりま

す。本実証プラントの建設に係る設備投資資金（約58億円）に関しては、平成25年11月発行決議の公募増資

による調達資金（43億円を充当）、平成29年３月30日に認定された神奈川県の企業誘致推進方策「セレクト

神奈川100」における補助金、平成29年４月25日に認定された横浜市「横浜市企業立地等促進特定地域にお

ける支援措置に関する条例」における補助金、及び手元現預金により既に確保できており、追加の資金調達

は予定しておりません。

　一方、平成29年６月予定の着工及び平成30年10月予定の完成に伴い、建設予定地の借地料、本実証プラン

ト運転人員の労務費、保険料・修繕費、用役使用料、運送費等の運転資金が必要となる見込みであることか

ら、これらの運転資金として993百万円を充当いたします。

 

②　本藻類培養設備に関する研究開発資金

　当社は食品用の微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ、以下「ユーグレナ」といいます）を石垣島にお

いて生産しており、平成29年１月に生産体制を年産80tから160tに倍増させる設備投資を完了しておりま

す。一方、当社は、食用ユーグレナの継続的な生産コスト削減及び品質向上に向けた生産技術の高度化、並

びに食品用新素材開発に向けた新規微細藻類の研究開発に継続的に取り組んでおり、平成29年９月期下半期

及び平成30年９月期にかけて追加の設備投資を予定していることから、これらの研究開発資金として99百万

円を充当いたします。

 

③　本第三者割当増資の目的及び理由

　当社グループは、ユーグレナの屋外大量培養技術をコア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活

動を行うとともに、ユーグレナ等を活用した健康食品・化粧品等の製造販売を行うヘルスケア事業、及び

ユーグレナ等を活用したバイオ燃料開発等を行うエネルギー・環境事業を展開しております。当社は、平成

28年11月９日付で、平成32年９月期までに「グループ連結売上高300億円の達成」と「国産バイオジェッ

ト・ディーゼル燃料の実用化」の達成を目指す新たな中期経営目標を公表し、その実現に向けた取り組みを

進めております。ヘルスケア事業に関しては、「自社ブランド商品の直販及び卸売」、「ＯＥＭ供給（取引

先と共同で製品仕様を決定し、取引先からの注文に基づき当社にて製品製造を行い、取引先が取引先のブラ

ンドで販売する形態）」、及び「原料供給」の３つの形態で展開してきており、当社商品の直販拡大、武田

薬品工業株式会社向けＯＥＭ供給の拡大及び昨今のＭ＆Ａが成長を牽引した結果、平成28年９月期の連結売

上高は前期比87％増となる111億円を達成いたしました。一方、エネルギー・環境事業に関しては、平成27

年12月１日付で発表した「2020年に向けた国産バイオジェット・ディーゼル燃料の実用化計画」（以下、
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「国産バイオ燃料計画」といいます）を推進しており、平成29年６月着工、平成30年10月完成、平成31年前

半生産開始のスケジュールで本実証プラントの建設を予定しております。

　当社は、平成24年12月の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます）マザーズ市場

（以下、「東証マザーズ」といいます）上場に先立って、当時の事業パートナーを割当先とした第三者割当

増資を複数回実施し、東証マザーズ上場まで、及び上場以降の期間において、ヘルスケア事業及びエネル

ギー・環境事業の双方において様々な協業を進めてきました。一方、当社は、東証マザーズ上場以降も、ヘ

ルスケア事業及びエネルギー・環境事業を推進していく過程で、新たな事業パートナーの開拓も進めてまい

りました。本第三者割当増資の割当予定先５社は、当社が東証マザーズ上場以降に協業を開始した事業パー

トナーが主であり、これらの事業パートナーとの間で長期的な関係性を構築し、事業連携の緊密化を図るた

めに、本第三者割当増資の割当予定先に選定いたしました。各割当予定先と当社との間の協業関係は以下の

とおりです。

割当予定先 協業内容

小橋工業株式会社： 平成26年９月に微細藻類の効率的かつ安定的な培養方法にかかる共同研究開発契

約を締結し、水田造成技術を活用した燃料用ユーグレナの培養設備の建設方法確

立や建設コスト低減に向けた共同研究を進めてきております。

千代田化工建設株式会社： 国産バイオ燃料計画における事業パートナーの１社として、本実証プラントの採

用技術の選定及び本実証プラントの建設に向けた基本設計や関係各所への届出・

申請等の一連の準備を共同で進めてきており、平成29年２月に本実証プラントの

建設に関する工事等請負契約を締結しております。

アピ株式会社： 東証マザーズ上場以前からの最大手加工委託先の１社であり、ユーグレナ等を活

用した自社及びＯＥＭブランド健康食品の最終製品の製造・加工を委託してきた

ほか、相互の知見を活かしながら新商品の開発も行っております。

いすゞ自動車株式会社： 平成26年６月にユーグレナ由来バイオディーゼル燃料に関する共同研究契約を締

結し、次世代バイオディーゼル燃料の実用化を目指す「DeuSEL®プロジェクト」

を共同で推進してきております。また国産バイオ燃料計画にも事業パートナーの

１社として参画しており、次世代バイオディーゼル燃料を用いた公道走行の実現

に向けて、本実証プラントの生産物の評価・利用に関する検討を進めておりま

す。

伊藤忠エネクス株式会社： 国産バイオ燃料計画における事業パートナーの１社として、平成27年11月に本実

証プラントで使用するバイオ燃料原料の供給に関する覚書を締結し、微細藻類以

外のバイオ燃料原料の調達に関する検討や、本実証プラントの生産物の需給・物

流・販売に関する調査検証を進めております。

 

　本第三者割当増資は、上述のとおり当社の事業パートナーである割当予定先５社との間で長期的な関係性

の構築及び事業連携の緊密化を図ることで、バイオジェット・ディーゼル燃料の実用化と将来的な商業化、

及びユーグレナ等を活用した健康商品の企画開発力とラインアップの強化を推進することを主たる目的とし

ております。また、上記のとおり、本実証プラントの運営及び本藻類培養設備に関する研究開発に伴う資金

需要を見込んでおり、本第三者割当増資によりこれらの資金需要を満たすことが可能となります。このよう

な状況のもと、当社の中長期的な発展と成長につながり、既存株主の利益につながるとの判断から本第三者

割当増資の実施に至っております。

 

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】

ａ．割当予定

先の概要

（注）

名称 小橋工業株式会社

本店の所在地 岡山県岡山市南区中畦684番地

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　小橋　正次郎

資本金 100,000千円

事業の内容 農業用機械・部品の製造及び販売

主たる出資者及びその出資比率 小橋金属株式会社　　35.28％

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

（注）

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
０株

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
０株

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。

技術又は取引関係
微細藻類の培養方法に関する共同研究開発契約を締結しておりま

す。

　（注）　本有価証券届出書提出日現在で記載しております。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　小橋工業株式会社については、水田造成技術を活用した燃料用ユーグレナの培養設備の建設方法確立や建設コス

ト低減に向けた共同研究を進めてきており、今後同社との協業関係を更に強化していくことがユーグレナを原料と

するバイオ燃料製造の製造コスト削減の加速化につながると見込まれることから、割当予定先に選定いたしまし

た。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　434,100株

 

ｅ　株券等の保有方針

　小橋工業株式会社から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針である旨

を確認しております。

　また、当社は、小橋工業株式会社から、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される本株式の全

部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券

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同意することにつき、確約書を取得す

る予定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　本第三者割当増資により発行される本株式の払込みに要する資金につきましては、小橋工業株式会社の平成29年

３月31日時点の残高試算表及び平成29年３月31日時点の銀行口座取引明細等により、現預金、総資産額、純資産額

等の状況を把握したうえで、小橋工業株式会社に対し資金の調達手段、保有状況と今後の見込み、及びその確実性

につきそれぞれヒアリングを行い、払込みに必要な資金の確保及び保有の状況として問題ないと判断しておりま

す。

 

ｇ　割当予定先の実態

　当社は、小橋工業株式会社から、同社及び同社の役員又は主要株主が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を

受領しております。当社においても小橋工業株式会社及び小橋工業株式会社の役員又は主要株主が反社会的勢力等

とは関係がないことを独自に専門の調査機関である株式会社トクチョー（所在地：東京都千代田区神田駿河台三丁

目２番１号、代表取締役：荒川一枝）（以下、「トクチョー」といいます）に調査を依頼し、調査報告の結果を踏

まえ、小橋工業株式会社及び小橋工業株式会社役員又は主要株主が、反社会的勢力等の特定団体等とは一切関係し

ていないと判断しております。なおトクチョーからは、下記の方法で調査を実施したとの報告を受けております。

（ⅰ）公開情報

インターネット、雑誌、週刊誌などからの情報収集
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（ⅱ）独自情報

公知情報から株式会社トクチョーが独自に構築した反社会的・市場勢力のデータベースとの照合

（ⅲ）分析

上記(ⅰ)及び(ⅱ)で該当した対象については、さらに掘り下げた分析を実施

　また、当社は、小橋工業株式会社及び小橋工業株式会社役員又は主要株主が反社会的勢力等とは一切関係がない

旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

 

ａ．割当予定

先の概要

（注）

名称 千代田化工建設株式会社

本店の所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目６番２号

直近の有価証券報告書等の提出日

（有価証券報告書）

事業年度第88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23日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

事業年度第89期第１四半期

（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

平成28年８月10日　関東財務局長に提出

事業年度第89期第２四半期

（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年11月14日　関東財務局長に提出

事業年度第89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　関東財務局長に提出

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

（注）

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
０株

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
０株

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。

技術又は取引関係
本実証プラントの建設に関する工事等請負契約を締結しておりま

す。

　（注）　本有価証券届出書提出日現在で記載しております。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　千代田化工建設株式会社については、国産バイオ燃料計画における事業パートナーの１社として、本実証プラン

トの採用技術の選定及び本実証プラントの建設に向けた基本設計や関係各所への届出・申請等の一連の準備を共同

で進めてきており、平成29年２月10日付で本実証プラントの建設に関する工事等請負契約を締結しております。今

後同社との協業関係を更に強化していくことがバイオジェット・ディーゼル燃料の実用化の加速化につながると見

込まれることから、割当予定先に選定いたしました。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　260,400株

 

ｅ　株券等の保有方針

　千代田化工建設株式会社から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針で

ある旨を確認しております。

　また、当社は、千代田化工建設株式会社から、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される本株

式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東

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同意することにつき、確約書を

取得する予定です。
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ｆ　払込みに要する資金等の状況

　本第三者割当増資により発行される本株式の払込みに要する資金につきましては、千代田化工建設株式会社の平

成29年３月期決算短信（第89期）により現預金、総資産額、純資産額等の状況を把握したうえで、千代田化工建設

株式会社に対し資金の調達手段、保有状況と今後の見込み、及びその確実性につきそれぞれヒアリングを行い、払

込みに必要な資金の確保及び保有の状況として問題ないと判断しております。

 

ｇ　割当予定先の実態

　当社は、千代田化工建設株式会社が東京証券取引所市場第一部に上場していること、千代田化工建設株式会社が

同取引所に提出した平成28年６月28日付「コーポレート・ガバナンス報告書」のうち「内部統制システム等に関す

る事項」において公表されている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の内容の記載並びに

当社管理部における調査結果から、千代田化工建設株式会社及び千代田化工建設株式会社役員又は主要株主が、反

社会的勢力等の特定団体等とは一切関係していないと判断しております。

 

ａ．割当予定

先の概要

（注）

名称 アピ株式会社

本店の所在地 岐阜県岐阜市加納桜田町一丁目１番地

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　野々垣　孝彦

資本金 48,000千円

事業の内容
ハチミツ・ローヤルゼリー等蜂産品、健康食品、医薬品の製造販

売、養蜂指導と養蜂器具の販売、健康食品に関する研究

主たる出資者及びその出資比率 アピホールディングス　　100％

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

（注）

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
０株

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
０株

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。

技術又は取引関係 当社製品及びＯＥＭ製品の製造加工を委託しております。

　（注）　本有価証券届出書提出日現在で記載しております。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　アピ株式会社については、ユーグレナ等を活用した自社製品・ＯＥＭ製品の製造・加工を委託してきており、今

後同社との協業関係を更に強化していくことが当社のヘルスケア事業における商品開発力の強化につながると見込

まれることから、割当予定先に選定いたしました。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　86,800株

 

ｅ　株券等の保有方針

　アピ株式会社から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針である旨を確

認しております。

　また、当社は、アピ株式会社から、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される本株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引

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同意することにつき、確約書を取得する予

定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　本第三者割当増資により発行される本株式の払込みに要する資金につきましては、アピ株式会社の平成29年３月

31日時点の残高試算表及び平成29年４月28日時点の銀行口座取引明細等により、現預金、総資産額、純資産額等の

状況を把握したうえで、アピ株式会社に対し資金の調達手段、保有状況と今後の見込み、及びその確実性につきそ

れぞれヒアリングを行い、払込みに必要な資金の確保及び保有の状況として問題ないと判断しております。
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ｇ　割当予定先の実態

　当社は、アピ株式会社から、同社及び同社の役員又は主要株主が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領

しております。当社においてもアピ株式会社及びアピ株式会社の役員又は主要株主が反社会的勢力等とは関係がな

いことを独自にトクチョーに調査を依頼し、調査報告の結果を踏まえ、アピ株式会社及びアピ株式会社役員又は主

要株主が、反社会的勢力等の特定団体等とは一切関係していないと判断しております。なおトクチョーからは、下

記の方法で調査を実施したとの報告を受けております。

（ⅰ）公開情報

インターネット、雑誌、週刊誌などからの情報収集

（ⅱ）独自情報

公知情報から株式会社トクチョーが独自に構築した反社会的・市場勢力のデータベースとの照合

（ⅲ）分析

上記(ⅰ)及び(ⅱ)で該当した対象については、さらに掘り下げた分析を実施

　また、当社は、アピ株式会社及びアピ株式会社役員又は主要株主が反社会的勢力等とは一切関係がない旨の確認

書を東京証券取引所に提出しております。

 

ａ．割当予定

先の概要

（注）

名称 いすゞ自動車株式会社

本店の所在地 東京都品川区南大井六丁目26番１号

直近の有価証券報告書等の提出日

（有価証券報告書）

事業年度第114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29日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

事業年度第115期第１四半期

（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

平成28年８月８日　関東財務局長に提出

事業年度第115期第２四半期

（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年11月10日　関東財務局長に提出

事業年度第115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10日　関東財務局長に提出

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

（注）

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
０株

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
０株

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。

技術又は取引関係 バイオディーゼル燃料に関する共同研究契約を締結しております。

　（注）　本有価証券届出書提出日現在で記載しております。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　いすゞ自動車株式会社については、平成26年６月より次世代バイオディーゼル燃料の実用化を目指す「DeuSEL®

プロジェクト」を共同で推進してきており、国産バイオ燃料計画にも事業パートナーの１社として参画しておりま

す。今後同社との協業関係を更に強化していくことがバイオディーゼル燃料の実用化の加速化につながると見込ま

れることから、割当予定先に選定いたしました。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　86,800株
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ｅ　株券等の保有方針

　いすゞ自動車株式会社から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針であ

る旨を確認しております。

　また、当社は、いすゞ自動車株式会社から、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される本株式

の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京

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同意することにつき、確約書を取

得する予定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　本第三者割当増資により発行される本株式の払込みに要する資金につきましては、いすゞ自動車株式会社の平成

29年３月期決算短信（第115期）により、現預金、総資産額、純資産額等の状況を把握したうえで、いすゞ自動車

株式会社に対し資金の調達手段、保有状況と今後の見込み、及びその確実性につきそれぞれヒアリングを行い、払

込みに必要な資金の確保及び保有の状況として問題ないと判断しております。

 

ｇ　割当予定先の実態

　当社は、いすゞ自動車株式会社が東京証券取引所市場第一部に上場していること、いすゞ自動車株式会社が同取

引所に提出した平成29年５月12日付「コーポレート・ガバナンス報告書」のうち「内部統制システム等に関する事

項」において公表されている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の内容の記載並びに当社

管理部における調査結果から、いすゞ自動車株式会社及びいすゞ自動車株式会社役員又は主要株主が、反社会的勢

力等の特定団体等とは一切関係していないと判断しております。

 

ａ．割当予定

先の概要

（注）

名称 伊藤忠エネクス株式会社

本店の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

直近の有価証券報告書等の提出日

（有価証券報告書）

事業年度第56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22日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

事業年度第57期第１四半期

（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

平成28年８月10日　関東財務局長に提出

事業年度第57期第２四半期

（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年11月11日　関東財務局長に提出

事業年度第57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10日　関東財務局長に提出

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

（注）

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
０株

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
０株

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。

技術又は取引関係
本実証プラントで使用するバイオ燃料原料の供給に関する覚書を締

結しております。

　（注）　本有価証券届出書提出日現在で記載しております。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　伊藤忠エネクス株式会社については、国産バイオ燃料計画における事業パートナーの１社として、本実証プラン

トで使用する微細藻類以外のバイオ燃料原料の調達に関する検討や、本実証プラントの生産物の需給・物流・販売

に関する調査検証を進めてきております。今後同社との協業関係を更に強化していくことがバイオディーゼル燃料

の実用化の加速化につながると見込まれることから、割当予定先に選定いたしました。
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ｄ　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　86,800株

 

ｅ　株券等の保有方針

　伊藤忠エネクス株式会社から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針で

ある旨を確認しております。

　また、当社は、伊藤忠エネクス株式会社から、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される本株

式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東

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同意することにつき、確約書を

取得する予定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　本第三者割当増資により発行される本株式の払込みに要する資金につきましては、伊藤忠エネクス株式会社の平

成29年３月期決算短信（第57期）により、現預金、総資産額、純資産額等の状況を把握したうえで、伊藤忠エネク

ス株式会社に対し資金の調達手段、保有状況と今後の見込み、及びその確実性につきそれぞれヒアリングを行い、

払込みに必要な資金の確保及び保有の状況として問題ないと判断しております。

 

ｇ　割当予定先の実態

　当社は、伊藤忠エネクス株式会社が東京証券取引所市場第一部に上場していること、伊藤忠エネクス株式会社が

同取引所に提出した平成28年６月22日付「コーポレート・ガバナンス報告書」のうち「内部統制システム等に関す

る事項」において公表されている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の内容の記載並びに

当社管理部における調査結果から、伊藤忠エネクス株式会社及び伊藤忠エネクス株式会社役員又は主要株主が、反

社会的勢力等の特定団体等とは一切関係していないと判断しております。

 

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）発行価格の算定根拠

　発行価格については、決議日の直前営業日である平成29年５月18日の東京証券取引所市場第一部における当社普

通株式の終値である1,152円といたしました。

　発行価格の算定において決議日の直前営業日の終値を採用した理由は、当社は平成29年５月12日に平成29年９月

期第２四半期決算短信において平成29年９月期第２四半期連結業績を公表し、また平成29年９月期の通期連結業績

予想を据え置いていることから、平成29年９月期第２四半期決算短信発表の翌営業日となる平成29年５月15日以降

の期間における株価は当社の平成29年９月期第２四半期の連結業績実績値と当社の平成29年９月期の通期連結業績

予想値を織り込んだかたちで形成されていると考え、したがって、決議日の直近の株価が当社の客観的企業価値を

適正に反映していると判断したためです。

　また、上記発行価格は、決議日の直近１か月間（平成29年４月19日から平成29年５月18日まで）における当社普

通株式の終値単純平均値（1,179円）に対して2.31％のディスカウント、直近３か月間（平成29年２月20日から平

成29年５月18日まで）における当社普通株式の終値単純平均値（1,217円）に対して5.34％のディスカウント、直

近６か月間（平成28年11月21日から平成29年５月18日まで）における当社普通株式の終値単純平均値（1,233円）

に対して6.55％のディスカウントとなっておりますが、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」では、第三者割当増資の発行価格は、原則として取締役会決議日の直前営業日の株価に0.9を乗じた額以上の

価額であるべきこととされており、上記発行価格は当該指針に準拠したものとなっております。

　以上のことから、当社は、上記発行価格は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないと判断いたしました。

　なお、上記発行価格については、監査等委員会（監査等委員である取締役３名（うち２名は社外取締役））が、

上記発行価格は決議日の直前の当社普通株式の市場株価を基準として当該市場株価から乖離しておらず、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」にも準拠したものとなっていることより、割当予定先に特

に有利な金額ではなく、有利発行に該当せず適法である旨の意見を表明しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ユーグレナ(E27054)

有価証券届出書（参照方式）

10/13



(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

　本第三者割当増資により発行される本株式の数は954,900株であり、当社の平成29年３月31日時点の発行済株式

総数の1.14％（総議決権数の1.15％）の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすこととなります。しかしながら、

上記「第１　募集要項　４　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途　③　本第三者割当増資の目的及び

理由」に記載のとおり、本第三者割当増資は、当社が当社の事業パートナーである割当予定先５社との間で長期的

な関係性の構築及び事業連携の緊密化を図ることで、バイオジェット・ディーゼル燃料の実用化と将来的な商業

化、及びユーグレナ等を活用した健康商品の企画開発力とラインアップの強化を推進することを主たる目的として

おり、本第三者割当増資が当社企業価値の向上に大きく資するものと考えております。また、上記「第１　募集要

項　４　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載のとおり、当社は本実証プラントの運営及び本

藻類培養設備に関する研究開発に伴う資金需要を見込んでおり、本第三者割当増資によりこれらの資金需要を満た

すことが可能となります。

　以上のことから、当社は、本第三者割当増資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いた

しました。

　なお、各割当予定先から、本第三者割当増資により発行される本株式を原則として中長期で保有する方針である

ことを確認しており、流通市場への影響は小さいものと考えております。

 

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
（千株）

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
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

出雲　充 東京都港区 13,629 16.44％ 13,629 16.25％

株式会社インスパイア 東京都港区南青山5-3-10 1,787 2.15％ 1,787 2.13％

ＪＸエネルギー株式会社 東京都千代田区大手町1-1-2 1,500 1.80％ 1,500 1.78％

東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町３ 1,500 1.80％ 1,500 1.78％

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海1-8-11 1,324 1.59％ 1,324 1.57％

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口１）
東京都中央区晴海1-8-11 995 1.20％ 995 1.18％

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口２）
東京都中央区晴海1-8-11 988 1.19％ 988 1.17％

鈴木　健吾 東京都港区 922 1.11％ 922 1.10％

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 908 1.09％ 899 1.08％

日本コルマー株式会社 大阪市中央区伏見町4-4-1 750 0.90％ 750 0.89％

計 － 24,306 29.32％ 24,306 28.99％

　（注）１　割当前の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合並びに割当後の所有株式数は、平成29年３

月31日現在における株主名簿に基づき記載しております。

２　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を平成29年３月

31日時点の総議決権数（828,809個）に本第三者割当増資により増加する議決権数（9,549個）を加えた数で

除して算出した割合です。

３　所有議決権数の割合は、小数点以下第三位を切り捨てて算出しております。
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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】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参

照ください。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第12期（自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日）平成28年12月21日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第13期第１四半期（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）平成29年２月10日関東財務局長に

提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第13期第２四半期（自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日）平成29年５月12日関東財務局長に

提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成29年５月19日）までに、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６号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年４月21日

に関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」といいます）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、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」

について生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（平成29年５月19日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ユーグレナ　本店

（東京都港区芝五丁目33番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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