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平成18年３月22日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

業務及び資本提携に関する基本合意書締結ならびに 

主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会におきまして、株式会社TSUTAYAとの間で業務及び資本提携（第

三者割当による新株式及び新株予約権の発行）を行うことを決議し、同日基本合意書を締結しま

したので、お知らせいたします。なお、本件資本提携に伴い、主要株主である筆頭株主の異動が

見込まれますので併せてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．業務及び資本提携の概要 
１．業務及び資本提携の理由 
当社は、多様化する顧客ニーズの変化に対応すると共に総合的な音楽・映像サービスの実

現に向けて、株式会社 TSUTAYAと業務及び資本提携を行うことといたしました。 
この提携により、両社合わせて店舗数 1,108店舗、売上高 1,500億円というＣＤ・ＤＶＤの

セル市場において日本最大の規模となり、これまで以上の顧客価値を創造することが可能と

なります。株式会社 TSUTAYA のフランチャイズ・ビジネスで培った様々なノウハウと、当

社の幅広い年齢層に支持される品揃えのノウハウを共有することにより、両社共に、より魅

力的な店舗作りを行ってまいります。 
また両社は、将来的に商品調達機能を一本化し、物流・管理等バックヤードの効率化を図

ることで間接コストを削減すると共に、商品調達力の強化によって、お客様への一層のサー

ビス向上を目指してまいります。 
 
２．業務及び資本提携の内容 
(1) ノウハウの共有 
株式会社 TSUTAYA は、店舗運営、IT、マーケティングに関する様々なノウハウを蓄

積されており、一方当社は、音楽・映像販売の専門店として永年培ってまいりました独

自の商品政策を有しております。この両社の強みを融合することにより、今後の多様な
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ニーズに応え、幅広いお客様にご満足頂ける専門店運営を目指してまいります。また株

式会社 TSUTAYA の、店舗の改装プランやインターネット事業及びカード事業のコンサ

ルタント並びに本部組織に関する提案等により、今後の多様化するニーズに、マルチに

対応できる営業体制を整えてまいります。 
 

(2) 株式会社 TSUTAYAのフランチャイズへの加盟 
当社は、株式会社 TSUTAYA とフランチャイズチェーン加盟店契約書を締結する予定

であり、音楽映像ソフトおよび書籍店舗（230店舗）が加盟する予定です。 
 

(3) 株式会社 TSUTAYAとの資本提携 
株式会社 TSUTAYA への第三者割当による新株式発行及び新株予約権の発行による資

本提携を実施する予定です。 
 
(4) 当社に対する役員の派遣 

   株式会社 TSUTAYAは、当社に対し、役員２名（内１名は社外取締役）を派遣する予 
定です。 

 
３．業務及び資本提携先の概要 
Ⅱ-11（新株式の割当先）の記載のとおりであります。 
 

４．今後の予定 
平成 18年３月 22日 ： 株式会社 TSUTAYA と基本合意書を締結 
平成 18年３月 31日 ： TSUTAYA RECORDSフランチャイズチェーン加盟店契約並

びに株式および新株予約権の割当に関する契約を締結 
（予定） 

平成 18年５月 25日 ： 当社第 43回定時株主総会にて新株予約権の付与についての
承認決議（予定） 

平成 18年６月 13日 ： 第三者割当増資払込期日（予定） 
平成 18年６月 13日 ： 新株予約権の発行（予定） 

 
５．今後の見通し 
当期（平成 19年２月期）の業績への影響につきましては、現在、業務提携の詳細につい 

て双方で協議中であり、内容が確定次第、発表いたします。 
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Ⅱ．第三者割当による新株式発行の基本合意の概要  

１．新株式発行要領 

（１）発行新株式数 普通株式     4,627,000株 
（２）発行価額 １株につき  金    248円 
（３）発行価額の総額         1,147,496,000円 
（４）資本組入額 １株につき  金   124円 
（５）資本組入額の総額 573,748,000円 
（６）申込期日 平成 18年６月 12日（月曜日） 
（７）払込期日 平成 18年６月 13日（火曜日） 
（８）配当起算日 平成 18年３月 １日（水曜日） 
（９）新株券交付日 平成 18年６月 13日（火曜日） 
（10）割当先及び株式数 株式会社 TSUTAYA   4,627,000株 
（11）割当先との譲渡報告に関する事項 

 
 
 
 
 

当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決 
めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日（平成 18年 
６月 13日）より２年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合は、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、譲渡の理由、譲渡の方法等 
を当社に報告する旨の確約を得る予定です。 

（12）

 
 

前記各号については、平成 18年５月 25日開催予定の当社第 43回定時株主総会において

新株予約権の有利発行に関する議案が承認されることおよび証券取引法による届出の効

力が発生することを条件とします。 
 

２．本新株発行による発行済株式数の推移 

現在の発行済株式総数  26,426,000株 

（現在の資本金        3,180,800千円） 

増資による増加株式数   4,627,000株 

(増加資本金                  573,748千円) 

増資後発行済株式総数  31,053,000株 

(増加後資本金              3,754,548千円） 

 

３．増資の理由および資金の使途 

(1) 増資の理由 

今回の割当増資先企業との事業連携強化によるビジネスの拡大、自己資本の充実による 

財務体質の更なる強化を目的とし、当社の財務基盤の安定を図るためであります。 

(2) 資金の使途 

 今回の増資により取得する手取概算額約 1,122,496千円については、事業の運転資金に充  
当する予定であります。 

 

４．業績の見通し 

当期（平成 19年２月期）の業績への影響につきましては、現在、業務提携の詳細につい 
て双方で協議中であり、内容が確定次第、発表いたします。 
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（ご参考） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり当
期純利益 

1株当たり 
年間配当金 

 百万円 百万円 百万円 円 円
平成18年２月期 68,900 △ 660 △ 1,210 - - 

平成17年２月期 71,941 494 27 1.03 5.00 

（注）平成 18年２月期に関しましては、平成 18年１月 20日に開示いたしました「平成 18年２

月期（連結・単独）業績予想および配当予想について」に記載の金額を記載しております。 

 

５．発行価額の算定根拠 

今回の資本業務提携に係る基本合意書締結取締役会決議の前営業日の株式会社ジャスダック 

証券取引所における当社株式の最終価格(261円)を参考にして、248円(ディスカウント率 4.98％)  

としました。 

 
６．今後の増資についての考え方  

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。 

 

７．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、利益を事 

業拡大のための資金に充当することにより企業価値の拡大を図り、強固な経営基盤を確立す 

ることを優先する方針であります。 

(2) 配当に当たっての考え方 

株主に対する配当は上記の当面の方針により、当期は誠に遺憾ながら無配を予定してお 

りますが、中期的には業績に対応した利益配当を行うことを基本方針としております。 

(3) 内部留保資金の使途 

  当社は内部留保資金を経営体質の一層の強化と、将来の事業展開に役立てたいと考えて 
おります。 

 

８．増資日程 

平成 18年３月 22日 ： 新株式発行決議取締役会 
平成 18年３月 22日 ： 有価証券届出書提出（関東財務局） 
平成 18年３月 22日 ： 記者クラブで発表資料投函 
平成 18年 3月 30日 ： 届出の効力発生（予定） 
平成 18年 3月 31日 ： 株式および新株予約権の割当に関する契約締結（予定） 
平成 18年５月 25日 ： 当社第 43回定時株主総会（予定） 
平成 18年５月 26日 ： 新株式発行取締役会決議公告（予定） 
平成 18年６月 12日 ： 申込期日（予定） 
平成 18年６月 13日 ： 払込期日（予定） 
平成 18年６月 13日 ： 資本組入日、新株券交付日（予定） 
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９．過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

(1) エクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

(2) 過去３決算期の株価等の推移 
 

平成 16年２月期 平成 17年２月期 平成 18 年２月期
平成 19 年２月期

（ご参考） 

始値  170 円 235 円 310 円 279 円

高値  250 円 351 円 315 円 280 円

安値  155 円 206 円 270 円 260 円

終値  237 円 305 円 279 円 261 円

株価収益率  3.45 倍 1.03 倍 -倍 -倍

   (注)１．平成18年２月期の株価収益率につきましては、当期純利益が確定しておりませんので、 

記載しておりません 

    ２．平成19年２月期の終値につきましては、平成18年３月20日現在の終値を記載しており 

     ます。 

 

１０．増資後の大株主の状況  

(注) 平成 18年２月 28日現在の株主名簿を基準に、本件新株式発行の予定株式数を加算して 
作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 株主名 所有株式数（千株） 所有割合(%) 
1 株式会社 TSUTAYA 4,627 14.90 

2 株式会社ジャパン・エベレスト 3,569 11.49 

3 新星堂社員持株会 2,264 7.29 

4 宮崎 正紀 1,465 4.72 

5 新星堂共栄会 1,215 3.91 

6 日本出版販売株式会社 1,200 3.86 

7 宮崎 正章  1,199 3.86 

8 株式会社三井住友銀行 1,170  3.77 

9 大竹 義人 1,032 3.32 

10 株式会社丸和運輸機関 800 2.58 
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１１．割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称  株式会社 TSUTAYA 

 割当株数  4,627,000株 

 払込金額  1,147,496,000円 

 本店所在地  大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番 34号

 代表者の氏名  代表取締役社長 増田 宗昭 

 資本の額  5,000百万円 

 発行済株式総数  10,000 株 

 事業の内容 

 DVD・CD、書籍・雑誌、GAMEのレンタル＆販売

店「TSUTAYA」を全国に展開するフランチャイ

ズ本部を運営。 

 割当予定先 

 の内容 

 大株主及び持株比率 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

（100％）

 当社が保有している 

 割当予定先の株式の数
 － 

 出資関係
 割当予定先が保有して

 いる当社の株式の数 
 － 

 取引関係  － 

 当社との 

 関係 

 人的関係  － 

 当社株券の保有に関する事項 

 発行日より２年間において譲渡する場合には、

その旨を当社に報告する旨の確約を依頼する予

定であります。 

（注）主な経営成績・財政状態につきましては、株式会社 TSUTAYAは平成 18年３月１日の新設

会社のため記載しておりません。 
 
Ⅲ.第三者割当による新株予約権の発行に関する概要  

 

1. 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 
株式会社TSUTAYAとの業務及び資本提携を実施する一環として、将来の新株予約権行使

による資本受入により、財務体質の強化及び株式会社TSUTAYAとの資本関係を構築するため

であります。 
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2. 新株予約権発行要領  
(1) 新株予約権の名称 株式会社新星堂 第１回新株予約権 
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類 普通株式 
(3) 新株予約権の発行総数 20,430個 
(4) 調達資金の使途 新株予約権が全額行使された場合の手取概算額

5,802,550 千円は事業の運転資金に充当する予定

です。 

(5) 新株予約権の発行価額 無償とする。 
（6） 申込期日 平成 18年６月 12日 
（7） 発行日 平成 18年６月 13日 

（8） 割当先および割当個数 株式会社 TSUTAYA   20,430個 
（9） 新株予約権の目的たる株式の数  
 ① 20,430,000 株（新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」と

いう）は 1,000 株とする。ただし、下記②により、割当株式数が調整される場

合は、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整

されるものとする。） 
② ア 当社が下記(９)③の規定に従って行使価額（下記(９)②に定義する。）の調
整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

調整前割当株式数×調整前行使価額 調整後 

割当株式数 ＝
調整後行使価額 

 
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(９)③に定める
調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 
 
イ 上記アの調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式 
数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるもの

とする。 
ウ 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記(９)③イ及びエ 
による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と

同日とする。 
エ 割当株式数の調整を行うときは、当社はあらかじめ書面によりその旨及び 
その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必

要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、

下記(９)③イ(b)ただし書きに示される株式分割の場合、その他適用の日まで
に前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。 
(10) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

① 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）
に割当株式数を乗じた額とする。 

② 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代え
て当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を「交

付」という。）する場合における株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」

という。）は、当初 285円とする。 
③ 行使価額の調整 

ア  当社は、本新株予約権の発行後、下記イに掲げる各事由により当社の普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額とする。 
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新発行・処分株式数×１株当たりの発行・ 

処分金額 
  既発行株式数＋ 

 調整後 調整前    時価 
 行使価額 ＝行使価額× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 
 

イ 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調

整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 
(a) 下記ウ(b)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株

式を新たに発行し又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、

当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権社債に付されたものを含む。）

の転換又は行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日

がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(b) 株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用す

る。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分を

もって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当

該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該配

当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これ

を適用する。 

 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日か

ら当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに

行使請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付

する。この場合、当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券

を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しないものとする。 

 

（調整前行使価額－ 

調整後行使価額） 

 

×

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数 

 

株式数 

 

＝ 

調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調 

整は行わない。 

 

(c) 下記ウ(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証

券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約
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権もしくは新株予約権付社債を発行する場合 

調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付

社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使された

ものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 

ウ  
(a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数  

第２位を切り捨てる。 

(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、

イ(b)ただし書の場合は株主割当日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引

日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てる。 

(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前

の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除した数とする。また、イ(b)の場合には、行使価額調整

式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社

普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

エ 上記(９)③イの行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

(a) 株式の併合、資本の減少、商法第 373条に定められた新設分割、商法第 374

条ノ 16 に定められた吸収分割、又は合併のために行使価額の調整を必要と

するとき。 

(b) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

(c) 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

④  上記③アないしエにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨及びその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及び

その適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約

権者に通知する。ただし、上記③イ(b)ただし書きに示される株式分割の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用

の日以降すみやかにこれを行う。 
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(11) 新株予約権の行使により発行する株式の発行総額 
 5,822,550,000円 

(12) 新株予約権の行使期間 
 平成 18年６月 13日から平成 21年６月 12日までとする。 

ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最

終日とする。 
(13) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 １  新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格

は、当初 285 円とする。ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄

第２項及び別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項によって調整され

ることがある。 
 ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の資本組入額 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の資本組入額は、本欄第

１項記載の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株

の発行価格（又は調整後の発行価格）に 0.5 を乗じた金額とし、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るものとする。 

(14) 新株予約権の行使の条件 
 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(15) 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

 該当事項はありません。 

(16) 新株予約権の譲渡に関する事項 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

(17) 行使請求受付場所 

 株式会社 新星堂本社 

(18) 行使請求払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 高円寺支店 

(19) 新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

 株式会社 TSUTAYA との業務提携による相互業績向上を見込んでいるため、新

株予約権の発行価額につきましては、無償としました。その行使に際して払込

をなすべき額は、当事者間の協議により、第三者割当による新株式発行価額 248

円に 1.15を乗じ、１円未満の端数を切り捨てた金額としました。 
（注）１．新株予約権の行使後第１回目の配当 

    本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式の配当金又は商法第 293条ノ５ 

に定められた金銭の分配（中間配当金）については、本新株予約権の行使請求が３月１

日から８月 31日までの間になされたときは３月１日に、９月１日から翌年２月末日まで

の間になされたときは９月１日に、それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなし

てこれを支払う。 

  ２．上記内容については、平成 18年５月 25日開催予定の当社第 43回定時株主総会にお
いて、新株予約権の有利発行に関する議案が承認されること、上記Ⅱの新株式発行がな

されること、および証券取引法による届出の効力が発生することを条件といたします。 
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３．その他 
  潜在株式による希薄化情報 
   今回のファイナンスを実施することにより、平成18年３月22日現在の発行済普通株式総数 
  に対する潜在株式数の比率は39.6％となる見込みであります。 
（注） 潜在株式数の比率は、今回発行する新株予約権が権利行使された場合に発行される

株式数を第三者割当による新株式発行払込後における発行済普通株式総数で除した数値で

あります。 
 
Ⅳ.主要株主である筆頭株主の異動の見込みについて 

 
今回の新株式発行に伴い、平成18年６月13日付で当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込

まれますので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
１．新たに主要株主である筆頭株主に該当することとなるものの名称 

株式会社 TSUTAYA 

２．主要株主で筆頭株主であったものが、筆頭株主に該当しないこととなるものの名称等 

（１） 名 称       株式会社ジャパン・エベレスト 

（２） 本店所在地   東京都杉並区上荻一丁目 19 番 10 号 

（３） 代表者      代表取締役社長  福井 明 

（４） 主な事業内容  損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 
 
３．異動前後における当該主要株主の所有議決権数（所有）株式数及びその議決権の総数（発行

済株式総数）に対する割合 

株式会社 TSUYATA 

(1) 当該株主の所有議決権数（所有株式数） 

異動前          0個 （    0株） 
    異動後         4,627個 （4,627,000株）(株主順位第一位) 

(2) 議決権数総数（発行済株式総数）に対する割合 

異動前          0％ （    0%） 
    異動後          14.9％ （     14.9%） 
   株式会社ジャパン・エベレスト 

(1)     当該株主の所有議決権数（所有株式数） 
異動前        3,569個 （3,569,000株）（株主順位第一位） 

    異動後         3,569個 （3,569,000株）(株主順位第二位) 
(2)     議決権数総数（発行済株式総数）に対する割合 

異動前         13.5％ （   13.5%） 
    異動後          1１.5％ （    11.5%） 

 
４．異動年月日 平成 18年６月 13日（予定）  
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５．異動予定日現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額 

 

  議決権総数       31,053個  

  発行済株式総数   31,053,000株 

  資本の額     3,754,548千円 

    

       

 
以 上 


