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各 位 
平成１８年１月３０日 

会 社 名  株 式 会 社 ア ド バ ッ ク ス 
代表者名  代表取締役会長兼社長 嶋田 彰  
（コード番 号 ：４７４９ 東 証 マザーズ） 
問 い合 わせ先 ：ＩＲ室 長  酒 井  圭 吾 

（ＴＥＬ０３－５２１６－１８５１） 
 

株式会社ビジネスバンクコンサルティングとの業務・資本提携に関するお知らせ 

当社は、平成１８年１月３０日開催の取締役会において、株式会社ビジネスバンクコンサルティング    

（ジャスダック証券取引所上場・コード番号３７１９ 代表取締役社長 大島一成氏、以下「BBCC」という。）    

との業務・資本提携を行うと共に、第三者割当による新株式発行並びに新株予約権の付与を行うことを下記

のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

Ⅰ．業務・資本提携の理由 

当企業グループは、不動産関連事業・人材派遣事業・施設運営事業の３つの事業領域を軸に、経営再建

に向けた事業改革を積極的に展開しており、かつ既存事業における不採算部門の整理も完了したことにより、

収益性の向上とそれに伴う財務体質の改善が急ピッチで進んでおります。しかしながら、当企業グループは、

売上規模も比較的小さいため、より一層の飛躍を図るためには、戦略的かつ強力なパートナーシップ体制の

構築が不可欠であるとの認識を有しておりました。 

このような背景により、当企業グループにおいて検討を重ねた結果、人事・財務・会計、M＆A の分野で  

卓越したコンサルティング力と多様なビジネスモデルを保有し、ジャスダック証券取引所に上場する BBCC と

の業務・資本提携を行うことにより、現在の事業領域の拡大・深耕ならびに収益事業の強化が可能になると

の判断のもと今回の提携に至りました。 

 

Ⅱ．業務・資本提携の内容 

BBCC との業務・資本提携によって、新規事業としてのコンサルティング関連事業を推進すると共に、既存

事業領域における効率的かつ機動的なマネジメント体制構築を図るべく、下記の取組みを実行いたします。 

 

１． 新規事業として開始するコンサルティング関連事業の概要 

    昨今、米国の会計不祥事を契機として、日本においても企業の意思決定の透明性向上を求める日本

版企業改革法（通称：日本版ＳＯＸ法（※1））が進められる中で、多くの企業はその対応に迫られる事が

予想されており、事実、外部アドバイザーを採用する企業は大幅な増加傾向にありますが専門知識と実

務経験を有する人材は大幅に不足しております。 

このような背景の中、当社は、各企業に対し、同法に即して最適化されたコーポレートガバナンスの 

円滑な導入と連結経営を強化するためのコンサルティング事業を開始いたします。 

具体的な業務の内容は、文書化を中心とした内部統制システムの構築、運用、メンテナンスに関する  

コンサルティングに加え、これらを継続的にモニタリングし、全社的なシステム・プロセス管理による効率

化を計るＥＲＰ（※2）に関するコンサルティングを予定しております。 

 

※1 ＳＯＸ法：サーベンス・オクスリー法の略 

      エンロン等が起こした不正事件の結果として、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を目的として2002年

に米国で制定された企業改革法のこと 

※2 ＥＲＰ：Enterprise Resource Planning の略 

      企業全体を統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法のこと 
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２． 業務提携推進委員会の設置 

BBCC と当社で業務提携推進委員会を設置し、事業戦略の策定と本提携の具体的な事項を検討してま

いります。 

 

３． 臨時時株主総会の開催 

平成１８年３月下旬に臨時株主総会を開催し、新経営体制の整備を行います。なお、臨時株主総会付議

議案および日程の詳細は確定次第、遅滞なく情報開示を行う予定にしております。 

 

臨時株主総会付議議案（予定） 

・取締役選任の件 

本件の推進のため、BBCC 大島一成社長を社外取締役として選任するほか、新経営陣を社外より  

招聘し、２名の新取締役選任を予定しております。 

 

４．第三者割当増資による新株式の発行 

 

４－１．新株式の発行要領 

（１） 発行新株式数 普通株式 １，５００，０００株 

（２） 発行価額（注） 1 株につき ２０９円 

（３） 発行価額の総額  ３１３，５００，０００円 

（４） 資本組入額 1 株につき １０５円 

（５） 資本組入額の総額  １５７，５００，０００円 

（６） 申込期間  平成１８年２月１６日から平成１８年２月１７日 

（７） 払込期日  平成１８年２月２０日 

（８） 配当起算日  平成１７年１０月１日 

（９） 新株券交付日  平成１８年２月２０日 

（10） 割当方法  第三者割当の方法により発行新株の全株を割り当てます。 

（11） 割当先および株式数 株式会社ビジネスバンクコンサルティング １，０００，０００株 

  ハンズオンクリエイト 1 号投資事業有限責任組合４５０，０００株 

  株式会社ハンズオンクリエイト ５０，０００株 

   

     

（12）  新株式の継続所有の 割当新株式を発行日から２年以内に譲渡する場合は、当該内 

      取決めに関する事項 容を当社へ報告する旨の確約を割当先に対して依頼する予定 

  であります。 

（13）  前記各号については証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

（注）発行価額の決定方法 

新株発行決議取締役会の前日までの直近３ヶ月間（平成１７年１０月２８日～平成１８年１月２７日  

まで）の東京証券取引所の終値平均株価（２３１円４８銭）を参考として、発行価額２０９円（ディスカウ

ント率９．７１％）といたしました。 

 

ご参考：今回の増資による発行済株式数の推移 

  （１）現在の発行済株式総数 ２９，３７３，０００株 

  （２）増資による増加株式数 １，５００，０００株 

  （３）増資後発行済株式総数 ３０，８７３，０００株 
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４－２．増資の理由及び資金の使途等 

  （１）増資の理由 

      業務・資本提携を強力に推進することにより企業再生を加速し、経営基盤の安定化を図るため、第三

者割当増資を行うものであります。なお、割当先である株式会社ビジネスバンクコンサルティングから

は、継続的な助言を始めとする多方面に渡る協力を受けることを、株式会社ハンズオンクリエイトから

は主に IR 面での助言を受けることを予定しております。 

 

   （２）資金の使途 

     資金の使途につきましては、新規事業開始の準備費用、ならびに今後の事業規模拡充のための設

備投資等に充当する予定です。 

 

   （３）業績に与える見通し 

       本提携後、事業展開についての詳細を検討してまいります。従いまして、目標とする売上高・    

経常利益等の具体的な数値につきましては現時点での影響額は未定であり、確定次第、速やかに開

示する予定にしております。 

 

４－３．増資日程（予定） 

     平成１８年１月３０日：有価証券届出書提出 

     平成１８年１月３１日：新株式発行取締役会決議公告 

     平成１８年２月１７日：申込期日 

     平成１８年２月２０日：払込期日 

     平成１８年２月２０日：資本増加日 

     平成１８年２月２０日：新株式発行日 

 

４－４．株主への利益配分等 

   当社は株主への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、累積損失を計上している状

況にあることから現在まで利益配当を実施しておりません。今後可能な限り早期に株主還元を図る所

存でありますが、当面は経営基盤の強化と積極的な事業展開に備え、内部留保を優先させて頂きたく

存じます。 

 

４－５．過去に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） エクイティ・ファイナンスの状況 

  年月日 増資額 
増資後 

資本金 

増資後 

資本準備金 
備考 

平成１２年３月２３日
千円 

６８０，０００ 

千円

６７２，２００

千円

８４４，４００

平成１２年３月 

東証マザーズ上場時公募増資 

平 成 １３年 ６月 ８日
千円 

５９１，６００ 

千円

１，０１２，２００

千円

１，０９６，０００

平成１３年６月 

第三者割当増資 

平成１５年６月１３日
千円 

５４，４５０ 

千円

１，０４７，７５０

千円

１，１２９，６６０
平成１５年６月 

第三者割当増資 

平成１６年１月１６日
千円 

４００，０００ 

千円

１，２４７，７５０

千円

１，３２９，６６０

平成１６年１月 

借入金の株式化による 

第三者割当増資 

平 成 １６年 ７月 ９日
千円 

３０１，８６０ 

千円

１，３９８，６８０

千円

１，４８０，５９０
平成１６年７月 

第三者割当増資 

平成１６年９月３０日
千円 

２７３，６０４ 

千円

１，５３５，４８２

千円

１，６１７，３９２

平成１６年９月 

第三者割当増資 

平成１７年２月２３日
千円 

４００，９００ 

千円

１，７３６，８８２

千円

１，８１６，８９２

平成１７年２月 

第三者割当増資 
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  （２）過去３決算期及び直前の株価等の推移 

   平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 

始 値 ９０ ４９ ８５

高 値 １６５ １０２ ３７９

安 値 ３８ ４５ ７９

終 値 ４５ ８４ ２１７

   

４－６．割当先の概要 

割当先の名称 株式会社ビジネスバンクコンサルティング 

割当株数・払込金額 １，０００，０００株 金２０９，０００，０００円 

本店所在地 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 37F   

代表者の役職・氏名 代表取締役 大島 一成 

資本金 ２５７，８００千円 

発行済株式数 ２，３３７，０００株 

大株主及び持株比率 

大島 一成 

HSBC ﾊﾞﾝｸｱｶｳﾝﾄｱﾄﾗﾝﾃｨｽｼﾞｬﾊﾟﾝ GF 

IX・ナレッジ 

８７０，０００株 

１４０，０００株 

１００，０００株 

（３７．４％）

（６．３％）

（４．２％）

主な事業内容 コンサルティング事業 

主な経営成績・財政状態 

  （単位：千円） 
平成１６年１２月期 平成１７年１２月期（中間期） 

 売上高 ２，１８７，１４９ ３，２８８，０５１

 営業利益 ６０，２１３ -１６０，５５３

 経常利益 ５７，６２１ -９５，１８８

 当期利益 １８，６０３ -１２３，３９６

 総資産 ４，１１４，４３１ ５，６１６，０３８

 株主資本 １，０２８，４９０ ９４８，１４１

当社との出資関係 なし 

当社との取引関係 なし 

・割当先の当社株式保有方針に関する事項 

本業務・資本提携は、BBCC との戦略的かつ強力なパートナーシップ体制の構築を目的としておりますので、

割当先である BBCC は割当新株式を中長期的に保有する意向であります。 

 

割当先の名称 ハンズオンクリエイト 1 号投資事業有限責任組合 

割当株数・払込金額 ４５０，０００株 金９４，０５０，０００円 

本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１１号   

業務執行組合員の名称 株式会社ハンズオンクリエイト 

業務執行組合員の代表者 代表取締役 元久 存 

主な事業内容 投資事業組合 

当社との出資関係 なし 

当社との取引関係 なし 

利害関係者との関係 
当社は、当社利害関係者と同組合間において、出資・取引関係がない旨を

確認しております。 

・割当先の当社株式保有方針に関する事項 

割当先であるハンズオンクリエイト 1 号投資事業有限責任組合は当社の本業務・資本提携による新規事業

の成果を中長期的に評価する予定であり、割当新株式を中長期的に保有する意向であります。 
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割当先の名称 株式会社ハンズオンクリエイト 

割当株数・払込金額 ５０，０００株 金１０，４５０，０００円 

本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役 元久 存 

資本金 ８５,０００千円 

発行済株式数 ２，４００株 

大株主及び持株比率 

 

元久 存 

ソフトブレーン株式会社 

柴田 信一 

他 

１，０６０株 

８２０株 

３００株 

２２０株 

（４４．２％）

（３４．２％）

（１２．５％）

（９．１％）

主な事業内容 コンサルティング事業 

主な経営成績・財政状態 

  （単位：千円） 
平成 1７年５月期 平成１８年５月期（Ｈ17・6～Ｈ17・12）  

 売上高 － １９，４３８

 営業利益 － -９，６１２

 経常利益 － ８，２６４

 当期利益 － ５，５８９

 総資産 － ３２９，８８１

 株主資本 － １２５，５８９

当社との出資関係 なし 

当社との取引関係 なし 

・割当先の当社株式保有方針に関する事項 

割当先である株式会社ハンズオンクリエイトは当社に対して、IR 面を始めとするコンサルティングを実施す

る予定であり、従いまして割当新株式を中長期的に保有する意向であります。 

 

４－７．増資後の大株主の構成 

順 位 株主名 所有株式数 所有割合 

１ ジャパン・ソリューション・ファンド６号投資事業組合 ６，８００千株 ２２．０３％

２ ジャパン・ソリューション・ファンド１０号投資事業組合 ４，９７４千株 １６．１１％

３ 大阪証券金融株式会社 １，１７４千株 ３．８０％

４ 小林 弘志 １，０１４千株 ３．２８％

５ ジャパン・ソリューション・ファンド５号投資事業組合 １，０００千株 ３．２４％

５ 株式会社ビジネスバンクコンサルティング １，０００千株 ３．２４％

７ ハンズオンクリエイト 1 号投資事業有限責任組合 ４５０千株 １．４６％

８ 山田 晃 ４０５千株 １．３３％

９ 株式会社太平エンジニアリング ４００千株 １．３２％

１０ 立花証券株式会社 ３８１千株 １．２５％
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既発行株式数＋ 

５．第三者割当による新株予約権の発行 
 

５－１．新株予約権の発行要領 

（１） 新株予約権の名称  株式会社アドバックス第６回新株予約権 

（２）新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式３，０００，０００株（新株予約権１個につき１，０００株） 

なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により 

調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない 新株予約権の目的とな

る株式についてのみ行われるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 （調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。） 

また上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等において

は、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

（３）発行する新株予約権の総数 ３，０００個 

（４）新株予約権の発行価額 １３，２２０円（１株あたり１３円２２銭） 

（５）新株予約権の発行価額の総額 ３９，６６０，０００円 

（６）募集方法 特定の第三者に割り当てます。 

（７）新株予約権の割当を受ける者 ①割当先 

及び割り当てる新株予約権の数 住所 東京都新宿区西新宿１-２５-１ 新宿センタービル３７F 

 社名 株式会社ビジネスバンクコンサルティング 

 代表者 代表取締役社長 大島 一成 

 事業内容 コンサルティング事業 

 ②割り当てる新株予約権の数 ３，０００個 

（８）新株予約権の申込期間 平成１８年２月１６日から平成１８年２月１７日 

（９）新株予約権の払込期日・発行日 平成１８年２月２０日 

(10)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額（以下「行使価額」という） 

 １個につき２４１，０００円（１株につき２４１円） 

また、当社が新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株を発行し、また自己株式を処分する場合（新株予約権の行使、お

よび平成１４年４月１日施行の「商法等の一部を改正する法律」以前の新株引受権付社債の新株引受権の行使を除く。）には、次

の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

                                                                

  

  

       調整後行使価額＝調整前行使価額× 

                                                     

さらに、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲において行使価額を調整するものとする。 

（11）新株予約権の行使に際して払込を為すべき額の総額  ７２３，０００，０００円 

（12）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額  １個につき２５４，２２０円 

                                          （１株につき２５４円２２銭） 

（13）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額      ７６２，６６０，０００円 

（14）新株予約権の発行価額及びその行使の際の払込金額の算定方法 

当社は、所定の条件の下に二項モデルを用いて新株予約権の理論価値（オプションバリュー）を算出し

た。また、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株式価格、売買出来高の実績、会社の資

産状態、収益状況、発行済株式数等諸事情を勘案し、総合的に検討した。これらを前提に、上記理論価

値を下回らず、かつ新株予約権の発行により企図される目的が達成される限度で、１３，２２０円を本新

株予約権の１個当りの発行価額（１株当り１３円２２銭）とした。 

また、本新株予約権の行使時の払込金額は、当初、平成１８年１月２７日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値２４１円と同額とした。 

ｘ 
新規発行株式数 

又は処分株式数 

1 株当り払込金額 

又 は 処 分 価 額  

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 

１株当りの株価 
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（15）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、資本に組み入れない額 

新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、資本に組み入れない額は当該発行価額より資

本に組み入れる額を減じた額とする。資本に組み入れる額とは、当該発行価額に０．５を乗じた額とし、

計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

（16）新株予約権の行使により発行された当社普通株式に対する利益配当等の計算 

本新株予約権の行使により交付する株式に関する最初の利益配当金又は中間配当金は、本新株予約

権の行使が４月１日から９月３０日までになされたときは４月１日に、１０月１日から翌３月３１日までにな

されたときは１０月１日に、それぞれ行使があったものとみなして、これを支払う。 

（17）新株予約権の行使期間 平成１９年２月２０日より平成１９年８月１９日まで 

（18）新株予約権の行使条件 各新株予約権の行使に当たっては、一部行使は出来ないものとする。 

（19）新株予約権の消却事由及び消却条件 

当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は発行価額を対価として 

消却することができるものとする。 

（20）譲渡制限 

   本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を受けなければこれをすることができないものとする。 

（21）新株予約権の行使請求受付場所 当社 IR 室 

（22）新株予約権の行使に際して払込を取り扱う銀行及びその取扱場所 株式会社みずほ銀行 東京中央支店 

（23）新株予約権証券の発行 

   新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、これを発行するものとする。 

（24）前記各号については証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

５－２．新株予約権発行日程（予定） 

平成１８年１月３０日：有価証券届出書提出 

平成１８年１月３１日：新株予約権発行取締役会決議公告 

平成１８年２月１７日：申込期日 

平成１８年２月２０日：払込期日 

平成１８年２月２０日：新株予約権発行日 

平成１９年２月２０日：新株予約権行使開始日 

 

５－３．新株予約権発行の理由及び資金の使途等    

    「４－２．増資の理由及び資金の使途等」に記載のとおりであります。 
 
５－４．新株予約権行使後の大株主の構成 

順 位 株主名 所有株式数 所有割合 

１ ジャパン・ソリューション・ファンド６号投資事業組合 ６，８００千株 ２０．０８％

２ ジャパン・ソリューション・ファンド１０号投資事業組合 ４，９７４千株 １４．６８％

３ 株式会社ビジネスバンクコンサルティング ４，０００千株 １１．８１％

４ 大阪証券金融株式会社 １，１７４千株 ３．４７％

５ 小林 弘志 １，０１４千株 ２．９９％

６ ジャパン・ソリューション・ファンド５号投資事業組合 １，０００千株 ２．９５％

７ ハンズオンクリエイト 1 号投資事業有限責任組合 ４５０千株 １．３３％

８ 山田 晃 ４０５千株 １．２０％

９ 株式会社太平エンジニアリング ４００千株 １．１８％

１０ 立花証券株式会社 ３８１千株 １．１３％

以 上 


