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平成 18 年 9月 7日 
 各  位 
                    会 社 名 エ コ ナ ッ ク 株 式 会 社 
                    代表者名 取 締 役 社 長  奥 村 英 夫 
                    （コード番号 3521 東証１部、大証１部） 
                    問合せ先 常務取締役管理本部長 國 松 保 弘 
                    （ＴＥＬ ０７５－２５５－１２０１） 
 
 

第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 18年 9月 7日（木）開催の取締役会において第三者割当による新株式及び
新株予約権の発行について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

第１ 第三者割当による新株式発行について 

 
 １ 募集株式の数          当社普通株式 7,000,000 株 
 
  ２ 募集株式の払込金額       募集株式 1株につき 135円 
 
  ３ 募集株式の払込金額の総額          945,000,000円 
 
  ４ 申込期日             平成 18年 9月 27日 (水) 
 
  ５ 払込期日             平成 18年 9月 28日 (木) 
 
 ６ 新株券交付日           平成 18年 9月 29日 (金) 
 
  ７ 増加する資本金の額        募集株式 1株につき 68円 
 
  ８ 増加する資本金の総額            476,000,000円 
 
  ９ 増加する資本準備金の額      募集株式 1株につき 67円 
 
  10 増加する資本準備金の総額          469,000,000円 
 
  11 新株式の割当先（以下「新株主」という。）及び割当株式数 
     株式会社ケプラム     5,000,000株 
     株式会社トーテム     2,000,000株 
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12 上記 4記載の申込期日までに申込みのない株式は、発行を打切るものとする。 
 
 13 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

 当社は、新株主から、新株式の発行日から 2 年間については、割当てた株式を他
に譲渡した場合には遅滞なく当社にその旨を報告するとの確約書を提出することに

つき同意を得ております。 
なお、当該譲渡があった場合、当社はその内容を遅滞なく東京証券取引所及び大

阪証券取引所に報告いたします。 
 

 14当社と新株主との取り決めの内容 
    新株式の譲渡を平成 18年 9月 29日（金）から平成 20年 9月 28日（日）まで禁

止する。 
 

15 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。 
 
 16 払込金額の決定方法 

 新株式の払込金額は、価額決定日である平成 18年 9月 7日(木)の 3ヶ月前である
平成 18年 6月 7日（水）から直近営業日である平成 18年 9月 6日(水)までの株式
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の平均値である 149 円 
（1円未満切り上げ）を基準に、当社の置かれている業況を勘案し、１株に付き 135
円（ディスカウント率 9.39％）とした。 
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第２ 第三者割当による新株予約権の発行について 

 
 １ 新株予約権の名称 

 エコナック株式会社第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 
 
 ２ 本新株予約権の数                1,300個 
 
 ３ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 当社普通株式 13,000,000株とする。 
 また、本新株予約権 1 個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれ
に代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交

付」という。）する数は、10,000株とする。 
 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、当該時点で

権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。調

整の結果 1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が

承継される場合、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い

本新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の

調整を行うことができる。 
 
 ４ 本新株予約権の払込金額 
    本新株予約権の目的たる株式 1株当たり 21円、本新株予約権 1個当たり 210,000円  
 
 ５ 本新株予約権の払込金額の総額       273,000,000円 
 
 ６ 本新株予約権 1個の行使に際して出資される財産の価額 

(1) 本新株予約権の目的である株式 1株につき出資される財産の価額(以下「行使
価額」という。) に本新株予約権 1個当たりの目的となる株式数を乗じた価額
とする。 

  行使価額は当初 135円とする。 
  但し、当社は、本新株予約権の割当後、本項第(2)号に掲げる各事由により当
社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場

合は、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

を調整する。 
交付 

株式数 
×

1株あたりの 

払込金額 
既発行

株式数
＋

時 価 
調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既発行株式数  ＋  交付株式数 
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(2) 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。 
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式

の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。）

その他の証券若しくは権利の請求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（募集に際して払込期間が設けられていると

きは当該払込期間最終日とする。以下同じ）の翌日以降、また、当社普通株

式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 
② 株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行する場合。 
 調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、

当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当てに

ついて当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない場合

又は株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合は当

該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をす
る旨の定めがある取得請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行する場

合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る対
価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若し

くは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）調整後の行使価額は、

発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その

他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式

が交付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（新株予約権の場合は割当日、また無償割当ての場合は効力発生日

の翌日）以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。 
 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又

は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項付

株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の

条件で請求又は行使され当社普通株式が交付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、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。 
④ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会

又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至
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③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、こ

れを適用する。 
 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに

本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当

社普通株式を交付するものとする。 
 
 
 

 この場合に 1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との
差額が 1 円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただ
し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する

場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額から

この差額を差引いた額を使用する。 
(4)① 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位を切捨てる。 
② 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に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除
く。）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（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位を切捨てる。 
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合
は効力発生日）がある場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力

発生日）がない場合は調整後の行使価額を適用する日の 1ヶ月前の日におけ
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

の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の基準日における当社の有
する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号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。 
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、
当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。 
② その他当社の発行済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。 

③ 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。 
(6) 本項に定めるところ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並びにその事由、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、適用の日の前日までに本新株予約権

(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 
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者に通知する。ただし、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。 
 
 ７ 本新株予約権の申込期日      平成 18年 9月 27日（水） 
 
 ８ 本新株予約権の払込期日      平成 18年 9月 28日（木） 
 
 ９ 本新株予約権の割当日       平成 18年 9月 27日（水） 
 
 10 本新株予約権の割当先（以下「本新株予約権者」という。）及び本新株予約権の数 

    株式会社広共コーポレーション    200個 
    株式会社船カンショートコース    200個 
    有限会社ＭＢＬ           150個 
    ロイヤル観光有限会社        100個 
    東拓観光有限会社          100個 
    株式会社ベスト           100個 
    木村澄子              100個 
    有限会社タイガーコーポレーション   70個 
    小川文彦               50個 
    小倉佳子               50個 

有限会社松屋コーポレーション     30個 
    山田孝義               30個 
    奥村英夫               30個 
    萩野谷敏裕              30個 

川崎善久               10個 
國松保弘               10個 

    一井隆夫               10個 
    尾田峯男               10個 
    山崎諭                10個 
    西山政夫               10個 
 
 11 本新株予約権を行使することができる期間 
    平成 18年 9月 29日（金）から平成 19年 9月 28日（金）までとする。 
 
 12 本新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額
は、会社計算規則第 40条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分
の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金
の額は、上記第(1)号記載の資本金等増加限度額から上記第(1)号に定める増加
する資本金の額を減じた金額とする。 
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 13 本新株予約権の行使の条件 

 1個の本新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 
 
 14 譲渡による本新株予約権の取得の制限 
    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。 
 
 15 本新株予約権の取得の条件 

 当会社は、平成 18年 9月 29日（金）以降に開催される取締役会で定める日の到
来をもって、本新株予約権者の意思にかかわらず、いつでも本新株予約権の全部又

は一部を、金銭を対価として交付することにより、取得することができる。本新株

予約権を取得するのと引換えに交付すべき金銭の額は本新株予約権１個当たり

210,000円とする。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会に
よりその取得する新株予約権の一部を定める。 

 
 16 当社と本新株予約権者との取り決めの内容 

(1) 本新株予約権の譲渡を平成 18年 9月 28日（木）から平成 19年 9月 28日（金）
まで禁止する。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を引き受けた場合、当該株式の譲渡を平成 18
年 9月 29日（金）から平成 20年 9月 26日（金）まで禁止する。 

(3) その他の条件は当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で
別途締結する「新株予約権割当契約」にて定める。 

 
 17 本新株予約権の払込金額及び行使価額の算定理由 

 当社は、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普通株式の株

価変動性（ボラティリティ）、当社普通株式の売買出来高などの当社普通株式に関す

る諸事情及び、本新株予約権の行使期間が平成 18年 9月 29日（金）から平成 19年
9月 28日（金）までの 1年間に限定されていること、本新株予約権者は本新株予約
権の譲渡を禁止されていること、本新株予約権者は本新株予約権の行使により株式

を引き受けた場合、当該株式の譲渡を平成 18年 9月 29日（金）から平成 20年９月
26 日（金）までに禁止されていることなどの本新株予約権の諸条件を考慮して、本
新株予約権の行使価額の約 15％にあたる金 21円を本新株予約権の目的である株式 1
株当たりの払込金額とし、210,000円を本新株予約権の 1個当たりの払込金額とした。
なお、本新株予約権者は本新株予約権の行使により株式を引き受けた場合、当該株

式の譲渡を平成 18年 9月 29日（金）から平成 20年 9月 26日（金）までに禁止さ
れていることから、ブラックショールズモデル、二項モデル等による算定は適切で

はないと考えた。また、本新株予約権の目的である株式 1 株当たりの行使価額は、
価額決定日である平成 18年 9月 7日(木)の 3ヶ月前である平成 18年 6月 7日（水）
から直近営業日である平成 18年 9月 6日(水)まで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の平均値である 149円（1円未満切り上げ）を基準
に、当社の置かれている業況を勘案し、135円とした。 
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 18 新株予約権証券の発行           新株予約権証券は、発行しない。 
 
 19 本新株予約権の行使請求受付場所      当社京都本社総務部 
 
 20 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。 
 
 
 
第３ ご参考情報 

 
 １ 新株及び新株予約権発行の理由 

 当社グループは、刺繍レースの製造・販売、OEMによる化粧品の製造を中心に事
業を展開しておりましたが、継続的に営業損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

も継続的にマイナスとなっております。恒常的な赤字体質からの脱却が重要課題で

あるものの、既存事業だけでは明確な展望が見えないため、当社は新たな収益の柱

となる事業として安定して高い収益をもたらす不動産事業へ進出いたしました。 
 そこで、活況を呈する不動産市場の中で早期に単年度黒字化をもたらす優良物件

を確保するために資金調達が急務であります。また、売上縮小に歯止めをかける為

に進出した駐車場ビジネスの拡大や既存事業の再構築にも多額な資金が必要であり

ます。その資金需要に対処する為に新株及び新株予約権を発行し経営の安定化を目

指してまいります。 
 
 ２ 資金の使途 

(1) 新株の発行によって得る手取概算金（約 9 億 3,650 万円）は、株式会社トー
テムと共同で当社株主の大量保有報告書(平成 18年 5月 31日付／109万株；
1.96％所有)を提出している株式会社広共(代表取締役山田孝義氏)から、平成
18年 10月 2日(予定)、東京都内の物件（東京都港区西麻布所在の賃貸ビル：
土地：717.42㎡， 建物：１階 423.06㎡， 2 階 504.67㎡，地下１階 558.04
㎡）を購入する資金にあてる予定であります。上記物件の取得価格は直近の

不動産鑑定評価に基づいて決定しておりますので、減損の恐れは少なく、ま

た都内有数の商業地区・繁華街に立地する物件であるので、需要が多く、空

室リスクも低いものと予想いたします。 
(2) 新株予約権の発行によって得る手取概算金（約 2 億 5,300 万円）は、上記物
件の取得のための予備費に充当する予定であります。また新株予約権の行使

によって得る予定の資金（新株予約権全てが行使された場合、総額約 17 億
5,500万円）につきましては、不動産事業用地取得費用に約 15億 4,000万円
を充当し、残額を既存事業における工場等の設備更新資金等に充当する予定

であります。 
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 ３ 増資による発行済株式総数の推移 
 現在（平成 18 年 9月 7 日）の発行済株式総数    55,477,466 株 
 新株の第三者割当による増加株式数    7,000,000 株 
 新株の第三者割当後の発行済株式総数    62,477,466 株 
 本新株予約権の第三者割当により増加する潜在的株式数（注）  13,000,000 株 
  本新株予約権の第三者割当後の潜在的株式数を含む発行済株式総数（注） 
          68,477,466 株 
 新株及び本新株予約権の第三者割当後の潜在的株式数を含む発行済株式総数（注） 
          75,477,466 株 
 （注）いかなる株式数の調整もなされなかった場合の数字です。 

 
 ４ 業績及び配当の見通し 

 単年度の赤字幅の縮小及び単年度の黒字化達成を目標に、調達資金の使途に従い

業務を遂行し、重要な情報が発生した場合、適時開示いたします。 
 利益配分に関する基本方針につきましては、現在赤字決算であるため、無配を継

続させて頂いております。なお、引き続き新規事業の拡張と既存赤字事業の更なる

合理化を追求することで、繰越損失の解消を目指し、健全な財務体質になったとき

に復配を考えております。具体的な配当性向などは未定です。 
 なお、決算発表時における平成 19年 3月期における連結業績予想及び配当の見通
しは、下記の通りでした。 

     項目 
決算期 

売 上 高 経常利益 税 引 後 
当期純利益 

1株当り 
当期純利益 

1株当り 
配当金 

 
平成19年3月期 
（決算発表時） 

540百万円 △164百万円 △178百万円 △3.22円 0円 

参考 
平成18年3月期 
（前年実績） 

551百万円 △156百万円 △140百万円 △2.53円 0円 

 
 ５ 割当先の概要 
    別紙のとおり 
 
 ６ 新株の継続所有に関する事項等 

(1) 株式会社ケプラムは新宿歌舞伎町の駐車場の経営受託先であり、株式会社ト
ーテムは当社の従来の筆頭株主であります。従って、両社とも経営安定化を

目指した長期保有を目的とした保有であり、順次市場で売却していく考えは

ありません。 
(2) 当社は本新株予約権の他に新株予約権その他の株式に転換し得る潜在株式を
発行しておりません。 

 



 

－10－ 

 ７ 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 
 過去 3年間の間にエクイティ・ファイナンスは行われておりません。 
 過去 3 年間におけるエクイティ・ファイナンスに基づく資本金の増加は、以下の
通りです。 

年 月 日 増 資 額 
（千円） 

増資後資本金 
（千円） 摘   要 

平成 15年 4月 1日～ 
平成 16年 3月 31日 70,000 1,925,225 

2001年8月28日に発行した2004
年 8月満期ユーロ円建転換社債の
転換による増加 

平成 16年 4月 1日～ 
平成 17年 3月 31日 145,000 2,070,225 

2001年8月28日に発行した2004
年 8月満期ユーロ円建転換社債の
転換による増加 

 
 ８ 過去 3決算期間及び直前の株価等の推移 

 過去 3決算期間の株価等の推移は、以下の通りです。 
 平成 15年 3月期 平成 16年 3月期 平成 17年 3月期 平成 18年 3月期 
始 値     48円     39円     55円     59円 
高 値     64円     89円     71円    242円 
安 値     36円     28円     43円     52円 
終 値     40円     54円     59円    149円 
株価収益率 ― ― 46.3倍 ― 
  （注）株価収益率は決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益（連

結）で除した数値であります。なお、平成 15 年 3月期、平成 16年 3月期及び
平成18 年3月期に関しては当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

直前の株価等の推移 
 平成 18年 4月 平成 18年 5月 平成 18年 6月 平成 18年 7月 
始 値    150円    165円    158円    160円 
高 値    174円    168円    163円    161円 
安 値    149円    150円    121円    127円 
終 値    164円    153円    157円    144円 

 
 ９ 主要株主の変動 
    該当事項なし。 
 
 10 新株式及び本新株予約権の発行日程表（予定） 

平成 18年 9月 7日（木）   新株式及び本新株予約権発行に関する取締役

会決議 
    プレスリリース 
    有価証券届出書提出 
平成 18年 9月 23日（土）  有価証券届出書効力発生日 
平成 18年 9月 27日（水）   新株及び新株予約権の申込期日 
平成 18年 9月 28日（木）   新株及び新株予約権の払込期日 
    資本増加日 
平成 18年 9月 29日（金）   新株券交付日 
    新株予約権行使請求開始日 

以 上 
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（別 紙） 
 
１．新株式の割当先の概要 

 

割当先の内容 株式会社ケプラム 

 住所 東京都新宿区歌舞伎町１－１－１０ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  水口 純二 

 資本の額 １０００万円 

 主な事業の内容 不動産賃貸業 

 大株主及び持株比率 三浦 剛  １００％ 

当社との関係  

 出資関係 なし 

 取引関係等 取引関係 駐車場の経営受託先 

 その他 
大株主三浦剛は株式会社トーテムと共同で当

社株主の大量保有報告書を提出している。 
 
 

割当先の内容 株式会社 トーテム 

 住所 東京都港区南青山７－８－４ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  木村 竹志 

 資本の額 ３０００万円 

 主な事業の内容 貸ビル業 

 大株主及び持株比率 株式会社広共  ２８．２％    

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 なし 

  取得者が保有している当社の株式の数 ５，５５３，０００株（筆頭株主：主要株主） 

 取引関係等 なし 
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２．新株予約権の割当先の概要 

  

割当先の内容 株式会社広共コーポレーション 

 住所 広島県広島市中区幟町１４－５ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  三浦 剛 

 資本の額 ２０００万円 

 主な事業の内容 貸ビル業 

 大株主及び持株比率 三浦 剛   １００％ 

当社との関係  

 その他 
代表取締役兼大株主の三浦剛は株式会社ケ

プラムの大株主 
 
 

割当先の内容 株式会社船カンショートコース 

 住所 千葉県白井市神々廻１９０４－２ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  大島 英俊 

 資本の額 １２００万円 

 主な事業の内容 ゴルフ場及びゴルフ練習場の経営・管理 

 大株主及び持株比率 有限会社 YOC  １００％ 

当社との関係  

 その他 
大株主の有限会社 YOC は株式会社トーテム
と共同で当社株主の大量保有報告書を提出

している。 
 
 

割当先の内容 有限会社MBL 

 住所 東京都港区南麻布１－６－３１－１０１ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  増井 純 

 資本の額 ４００万円 

 主な事業の内容 不動産賃貸・売買 

 大株主及び持株比率 増井 純  １００％ 

当社との関係  

 その他 代表取締役の増井純は当社役員の知人 
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割当先の内容 ロイヤル観光有限会社 

 住所 広島県広島市中区広瀬北町３－３６ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  木村 澄子 

 資本の額 ４０００万円 

 主な事業の内容 貸ビル業 

 大株主及び持株比率 株式会社 広共  ３０％ 

当社との関係  

 その他 
大株主の株式会社広共は株式会社トーテム

と共同で当社株主の大量保有報告書を提出

している。 
 
 

割当先の内容 東拓観光有限会社 

 住所 広島県広島市中区広瀬北町３－３６ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  山田 孝義 

 資本の額 ２０００万円 

 主な事業の内容 貸ビル業 

 大株主及び持株比率 株式会社トーテム  ３０％ 

当社との関係  

 その他 
代表取締役の山田孝義は株式会社トーテム

と共同で当社株主の大量保有報告書を提出

している株式会社広共の代表取締役 
 
 

割当先の内容 株式会社ベスト 

 住所 東京都小平市学園東町１－４－３９ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  杉本 利彦 

 資本の額 1億５２５０万円 

 主な事業の内容 不動産賃貸・管理、飲食店管理 

 大株主及び持株比率 杉本 利彦  ７９％ 

当社との関係  

 その他 代表取締役の杉本利彦は当社役員の知人 
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割当先の内容 木村 澄子 

 住所 広島県中区昭和町６－２４－６０１ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ２，３３０，０００株 

 取引関係等 なし 

 その他 

株式会社トーテムと共同で当社株主の大量保

有報告書を提出している。株式会社トーテム

の取締役及びロイヤル観光有限会社の代表取

締役 
 
 

割当先の内容 有限会社タイガーコーポレーション 

 住所 東京都新宿区高田馬場３－２－９ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  瀬川 愉美子 

 資本の額 １６００万円 

 主な事業の内容 貸ビル業 

 大株主及び持株比率 瀬川 愉美子  ５０％ 

当社との関係  

 その他 

代表取締役の瀬川愉美子は株式会社トーテ

ムと共同で当社株主の大量保有報告書を提

出している株式会社広共の取締役であり、株

式会社トーテム、ロイヤル観光有限会社及び

東拓観光有限会社の取締役 
 
 

割当先の内容 小川 文彦 

 住所 東京都中野区上鷺宮１－１６－１３ 

当社との関係  

 その他 
当社役員の知人、株式会社 EC･POWERS 代
表取締役 
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割当先の内容 小倉 佳子 

 住所 東京都千代田区三番町９－１－６０５ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ２６，０００株 

 取引関係等 なし 

 その他 
有限会社 YOC代表取締役。有限会社 YOCは
株式会社トーテムと共同で当社株主の大量保

有報告書を提出している。 

 

 

割当先の内容 有限会社松屋コーポレーション 

 住所 東京都港区西麻布４－１－１ 

 代表者の役職・氏名 代表取締役  松村 光石 

 資本の額 ５００万円 

 主な事業の内容 不動産賃貸業 

 大株主及び持株比率 松村 光石  ５０％ 

当社との関係  

 その他 代表取締役松村光石は当社役員の知人 

 
 

割当先の内容 山田 孝義 

 住所 広島県広島市中区堺町１－４－７－９０４ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ２１，０００株 

 取引関係等 なし 

 その他 
株式会社トーテムと共同で当社株主の大量保

有報告書を提出している株式会社広共の代表

取締役、東拓観光有限会社代表取締役 
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割当先の内容 奥村 英夫 

 住所 東京都練馬区光が丘３－９－１－２５０６ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ３２，０００株 

 取引関係等 当社代表取締役社長 
 
 

割当先の内容 萩野谷 敏裕 

 住所 東京都足立区中央本町５－７－３ 

当社との関係  

 出資関係 なし 

 取引関係等 当社取締役 

 

 

割当先の内容 川崎 善久 

 住所 
大阪府大阪市淀川区西宮原２－３－３５－１

４１２ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 １０，０００株 

 取引関係等 当社代表取締役会長 
 
 

 

割当先の内容 國松 保弘 

 住所 京都府長岡京市野添１－１１－１３ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ３，０００株 

 取引関係等 当社常務取締役管理本部長 
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割当先の内容 一井 隆夫 

 住所 滋賀県大津市湖城が丘５－１４ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ２，０００株 

 取引関係等 当社取締役総務部長 

割当先の内容 尾田 峯男 

 住所 
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－１８－

５ 

当社との関係  

 出資関係 なし 

 取引関係等 当社取締役不動産部長 

割当先の内容 山崎 諭 

 住所 東京都西東京市ひばりが丘北３－７－１４ 

当社との関係  

 出資関係  

  取得者が保有している当社の株式の数 ３，０００株 

 取引関係等 当社取締役 

割当先の内容 西山 政夫 

 住所 
京都府京都市中京区壬生天池町 1 番 ファミ
ールガーデン二条駅前 434号 

当社との関係  

 出資関係 なし 

 取引関係等 当社常勤監査役 


