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News Release 

第三者割当による新株式発行

 
2006年8月23日（水）開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、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． 新株式発行要領 
（1）発 行 新 株 式 数：普通株式 7,500株 
（2）発 行 価 額：1株につき 金155,400円 
（3）発行価額の総額：1,165,500,000 円 
（4）資 本 組 入 額：1株につき 発行価額の50％ 
（5）申 込 期 日：平成18年10月４日（水曜日） 
（6）払 込 期 日：平成18年10月４日（水曜日） 
（7）配 当 起 算 日：平成18年10月1日 
（8）割当先及び株式数：三井物産株式会社  7,500株 
（9）株式の継続保有の取決めに関する事項： 

割当株式を発効日から 2 年以内に譲渡する場合は､当社への報告する旨の確約を割当先よりご提

出願う予定です。 
(10) ロックアップ期間： 

当該新株の上場日より起算して90日の間（ロックアップ期間）は、事前の書面同意なくして、譲

渡および売却を行なわない旨を割当先にお願いする予定です。 
(11) 上記各号については、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 

当該増資に関わる取締役会決議の直前日までの3ヶ月間（2006年5月23日から2006年8月22
日まで）に大阪証券取引所における当社普通株式終値の平均値（163,646 円）を参考として、

155,400円（5%ディスカウント、100円未満切捨て）に決定いたしました。 
 
２． 今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数   173,600株(2006年7月末日現在) 
増資による増加株式数     7,500株 
増資後発行済株式総数   181,100株 

（注）平成 18 年 7 月末の株式数を基準としております。今後の新株予約権の行使によって変更される

可能性がございます。 
 
３． 増資の理由及び資金の使途等 

（1） 増資の理由 
「三井物産株式会社と株式会社アイ･エム･ジェイの業務提携について」において開示してい

るとおり三井物産株式会社との資本・業務提携を図るとともに、財務体質の強化を図るもの

であります。 



（2） 資金の使途 
事業拡大に伴う企業買収、事業開発、コンテンツ製作等の投資資金に充当する予定でありま

す。 
（3） 業績に与える影響 

今期業績に与える影響は軽微の見込みです。 
 
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の一つとして位置付けており、事業展開の状況

と各期の経営成績を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。 
当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこと

としておりますが､安定的かつ継続的な利益還元も実施することが、企業としての責任と考えており

ます。 
 
５． 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 増 資 額 増資後資本金 摘要 

平成14年10月1日～ 
平成15年9月30日 625 千円 1,174,768 千円

新株引受権行使 

平成15年7月8日 179,772 千円 1,264,654 千円 有償第三者割当 

平成15年10月1日～ 
平成16年9月30日 55,280 千円 1,292,295 千円

新株引受権および新株予約権

行使 

平成16年10月20日 ― 1,292,295 千円

１株につき5株の割合による

株式分割 
平成16年10月1日～ 
平成17年6月5日 36,006 千円 1,310,298 千円

新株予約権行使 

平成17年6月6日 2,200,200 千円 2,410,398 千円 有償第三者割当 
平成17年6月7日～ 
平成17年9月30日 32,138 千円 2,426,467 千円

新株予約権行使 

平成17年10月1日～ 
平成18年3月31日 41,270 千円 2,447,102 千円

新株予約権行使 

平成18年4月17日 2,479,500 千円 3,686,852 千円 第三者割当増資 
平成18年4月1日～ 
平成18年７月31日 31,950 千円 3,702,827 千円

新株予約権行使 

 
（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 100,000 円 125,000 円 93,400円 189,000円

高 値 167,000 円 

999,000 円
※131,000円 221,000円 198,000円

安 値 63,000 円 

195,000 円
※81,400円 68,300円 112,000円

終 値 125,000 円 91,400 円 191,000円 - 円
（注）１．最高・最低株価は、平成 14 年 12 月 14 日までは大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場

におけるものであり、平成 14 年 12 月 15 日からは大阪証券取引所ヘラクレス市場における

ものであります。 
２．平成18年9月期の株価は、平成17年10月1日から平成18年8月22日現在までの期間の



株価を記載いたしました。 
３．平成16年8月31日基準で株式分割（1：5）を行なっております。※印は、株式分割権利落

ち後の株価であります。 
 
６． 割当先の概要 

名称   三井物産株式会社 
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 槍 田 松 瑩 
資本の額 金295,766百万円 
発行済株式総数 1,725,018,515株 

大株主及び持株比率 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  10.03％ 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8.31％ 
三井生命保険株式会社                2.95％ 

主な事業内容 

金属、機械・情報、化学品、エネルギー、生活産業、物流・金融の

各分野において、グローバルに広がる拠点の情報力と総合力を活用

し、商品の国内販売、輸出入、外国間貿易、さらには、資源開発や

新分野での技術開発など各種事業を多角的に展開。 
当社が保有している株式数 － 

出資関係 
取得者が保有している当社の株式数 － 
営業取引 なし 
営業取引以外の取引 なし 

当社との

関係 
取引関係等 

人事関係 なし 
 
７． 増資後の大株主構成等（予定） 

株主氏名 所有株数合計 持株比率 
カルチュア･コンビニエンス・クラブ株式会社 78,950 43.59%
シー・シー・シー・インベストメント株式会社 15,500 8.55%
富士投信投資顧問株式会社 14,069 7.76%
三井物産株式会社 7,500 4.14%
株式会社博報堂 7,500 4.14%
株式会社USEN 7,500 4.14%

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 
株式会社 アイ・エム・ジェイ http://www.imjp.co.jp/ 
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