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第三者割当による募集株式発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成18年5月8日開催の当社取締役会において、第三者割当による募集株式発行等に関し、

下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．募集株式発行要領 

（１）募集株式数 普通株式2,000株 

（２）募集株式の払込金額 1株につき金150,000円 

（３）払込金額の総額 300,000,000円 

（４）資本金組入額 1株につき金75,000円 

（５）資本金組入額の総額 150,000,000円 

（６）資本準備金組入額 1株につき金75,000円 

（７）資本準備金組入額の総額 150,000,000円 

（８）申込期間 平成18年5月16日(火)から5月18日(木)まで 

（９）払込期日 平成18年5月24日(水) 

（10）申込証拠金 1株につき金150,000円 

 申込証拠金は払込期日に募集株式払込金に振替
充当する。ただし申込証拠金に利息はつけない。 

（11）申込方法 株式申込書に申込証拠金を添えて、申込期間内に
申込む。 

（12）配当起算日 平成18年4月1日(土) 

（13）割当予定先及び割当予定株式数 あすかDBJ投資事業有限責任組合 1,000株 
貝島化学工業株式会社 400株 
株式会社大分銀行   380株 
株式会社シモジマ   100株 
大分ベンチャーキャピタル株式会社 60株 
大分リース株式会社 60株 

（14）募集株式の継続保有等の取決めに関する事項 当社は、割当予定先との間に、募集株式発行の効
力発生日から2年間において、募集株式の全部又
は一部を譲渡した場合には、当社へ報告する旨の
確約を得る予定であります。 

（15）払込取扱銀行及びその場所 株式会社大分銀行津久見支店 
大分県津久見市中央町14番5号 

（16）前期各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 



２．発行株式総数の推移（資本金の推移） 

現在の発行済株式数  普通株式 12,763株（平成18年5月8日現在） 

（現在の資本金 131,875千円） 

今回の募集株式数 普通株式 2,000株 

（増加資本金 150,000千円） 

増加後発行済株式数  普通株式 14,763株 

（増加後資本金 281,875千円） 

 

３．募集の理由及び資金の使途 

 （１）募集の理由等 

今後の業容の拡大に対応するための設備投資と、割当予定先との関係強化による当社の成長

基盤の一層の充実を図ることを目的として行うものであります。 

 （２）資金の使途 

今回の第三者割当による募集株式の発行によって得られる資金の使途につきましては、業容

の拡大に対応するために、既存商品センター拡張のための土地取得資金及び増設商品センタ

ー建設資金に充当する予定であります。 

 （３）募集株式の払込金額の決定方法 

募集株式の払込金額は、当該増資に係る取締役会決議の直近3ヶ月間（平成18年2月1日

から平成 18年 4月 30日まで）の福岡証券取引所における当社株式最終価格の平均価格

（162,424円）を参考にして、1株150,000円（ディスカウント率7.65％）といたしました。 

 （４）業績に与える影響 

 今回の第三者割当による募集株式の発行が業績に与える影響はありません。 

 

４．株主への利益配分等 

当社は株主に対する利益還元を経営の重要な課題と位置づけております。しかしながら当

社は社歴も浅く、内部留保の充実を優先し、創業以来配当をしておりません。今後は、事

業の成長に必要かつ十分な内部留保を維持する政策をとりつつも、当社の経営成績及び財

政状態並びに事業計画の達成度などを総合的に判断し、株主に対する利益還元を積極的に

実施していく方針であります。 

 



５．割当予定先の概要 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 貝島化学工業株式会社 

割当予定株数 400株 

払込金額 60,000,000円 

割当予定先の内容  

住所 福岡県福岡市中央区天神一丁目9番17号 

代表者の氏名 代表取締役社長 貝島 義朗 

資本金の額 100,000千円 

事業の内容 非金属鉱物卸 

大株主 
貝島義雄（30.42％） 
貝島義朗（29.07％） 
貝島 毅（12.81％） 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません。 

取得者が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。 

取引関係等 土地取得先 

割当予定先の氏名又は名称 あすかDBJ投資事業有限責任組合 

割当予定株数 1,000株 

払込金額 150,000,000円 

割当予定先の内容  

住所 東京都港区赤坂二丁目3番4号 
ランディック赤坂ビル 

代表者の氏名 無限責任組合員  
株式会社あすかDBJパートナーズ 
代表取締役 三尾 徹 

資本金の額 該当事項はありません。 
（割当予定先は投資事業有限責任組合契約に
関する法律第3条第1項に定める投資事業有限
責任組合契約を締結しており、株式を発行して
おりません。） 

事業の内容 投資事業 

大株主 該当事項はありません。 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません。 

取得者が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社大分銀行 

割当予定株数 380株 

払込金額 57,000,000円 

割当予定先の内容 銀行業 

住所 大分県大分市府内町3丁目4番1号 

代表者の氏名 取締役頭取 小倉 義人 

資本金の額 15,000,000千円 

事業の内容 銀行業 

大株主 明治安田生命保険相互会社（4.77％） 
日本生命保険相互会社（3.07％） 
日本トラスティサービス信託銀行株式会社（2.89％） 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません。 

取得者が保有している当社の株式の数 150株 

取引関係等 口座取引、社債引受 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社シモジマ 

割当予定株数 100株 

払込金額 15,000,000円 

割当予定先の内容  

住所 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目 7番 19号 

代表者の氏名 代表取締役社長 下島 和光 

資本金の額 1,405,070千円 

事業の内容 包装用品及び商店用品の卸売 

大株主 下島和光（10.25％） 
㈲ケイエヌジェイ（9.64％） 
下島謙司（8.82％） 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません 

取得者が保有している当社の株式の数 60株 

取引関係等 包装資材等の仕入先 



 

割当予定先の氏名又は名称 大分ベンチャーキャピタル株式会社 

割当予定株数 60株 

払込金額 9,000,000円 

割当予定先の内容  

住所 大分県大分市中央町2丁目9番24号 

代表者の氏名 代表取締役 徳永 淳一 

資本金の額 50,000千円 

事業の内容 ベンチャー投資・コンサルティング業務等 

大株主 株式会社大分銀行（25.00％） 
大分リース株式会社（20.00％） 
株式会社大分カード（20.00％） 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません。 

取得者が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

 

割当予定先の氏名又は名称 大分リース株式会社 

割当予定株数 60株 

払込金額 9,000,000円 

割当予定先の内容  

住所 大分県大分市中央町2丁目9番22号 

代表者の氏名 代表取締役 大堀 敬直 

資本金の額 60,000千円 

事業の内容 リース並びに個別割賦購入斡旋業務 

大株主 株式会社大分銀行（25.00％） 
府内産業株式会社（22.00％） 
ダイヤモンドリース株式会社（14.00％） 

当社との関係  

出資関係  

当社が保有している取得者の株式の数 該当事項はありません。 

取得者が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。 

取引関係等 リース取引 



６．増資の日程（予定） 

 平成18年5月8日（月曜日） 募集株式発行決議取締役会 

 平成18年5月8日（月曜日） 有価証券届出書提出 

 平成18年5月16日（火曜日） 届出の効力発生 

 平成18年5月16日（火曜日） 申込開始期日 

平成18年5月18日（木曜日） 申込終了期日 

平成18年5月24日（水曜日） 払込期日、資本金組入日、株式交付日 

  

７．増資後の大株主構成等（予定） 

順位 株主名 所有株式数（株） 所有割合（％） 

１ 佐藤成一 5,280 35.77％ 

２ あすかDBJ投資事業有限責任組合 1,000 6.77％ 

３ ビービーネット株式会社 686 4.65％ 

４ 児玉佳子 649 4.40％ 

５ 大分銀行株式会社 530 3.59％ 

６ 貝島化学工業株式会社 400 2.71％ 

（注）所有株式数は、平成18年3月31日を基準日とした株主名簿を基に記載しております。 

 

８．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 

年月日 
発行済株式数増減数

（株） 
資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金残高
（千円） 

平成17年2月15日 800 34,000 126,200 85,560 

（注）平成17年2月15日のファイナンスは、福岡証券取引所Q-Board市場上場の伴う公募増資によ
るものであります。 

 

（2）過去3決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成15年9月期 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期 

始  値 － － 252,000円 270,000円 

高  値 － － 2,260,000円 
□371,000円 

307,000円 

安  値 － － 187,000円 
□260,000円 

121,000円 

終  値 － － 700,000円 
□313,000円 

158,000円 

株価収益率 － － 143.70倍 － 

（注）１．当社株式は平成17年2月16日付けで、福岡証券取引所Q-Board市場に上場いたしました
が、それ以前の当社株式は非上場あり、かつ店頭登録もしておりませんので、株価の記載
はありません。 

２．平成17年11月18日付けで、株式1株につき3株の株式分割を行いましたので、□印の
ものは株式分割による権利落後の株価であります。 

３．平成18年9月期につきましては、平成18年4月28日までの株価等の推移を記載してお
ります。 

４．平成18年9月期の株価収益率については期中のため、算出しておりません。 

 

 


