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 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

の発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 12 月８日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしました。 

【資本調達の目的】 

 当社は、平成 17 年５月期より「経営管理体制の強化」、「事業再編による成長事業の推進」を

中期経営計画の基本方針に掲げており、自己資本比率の向上等による財務体質の強化、成長事

業への選択と集中に着手しております。今回の資金調達により、借入金の返済に伴う有利子負

債の圧縮およびキャッシュフローの改善による財務体質の強化を図ると共に、事業再編を更に

強力に推進し、自動車関連分野への必要な投資を実施することを目的としております。 

本社債の発行要領は下記のとおりです。 

記 

 

１．本新株予約権付社債の名称 株式会社日本エル・シー・エー第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そ

のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを｢本新株予

約権｣という｡） 

２．本社債の総額 金 379,600,000 円（額面総額 379,600,000 円） 

３．各本社債の金額 金 29,200,000 円の１種 

なお、各本新株予約権付社債を分割することはできない。 

４．本新株予約権付社債券の形式 無記名式の新株予約権付社債券（以下「本新株予約権付社

債券」という｡）を発行する。本社債権者は、本新株予約

権付社債券の全部又は一部につき、記名式とすることを請

求することはできない。 

なお、本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第２項本文

及び第３項本文の定めにより、本社債と本新株予約権のう

ち一方のみを譲渡することはできない。 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 
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５．利     率  年 3.5％ 

６．各本社債の払込金額 金 29,200,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 

７．償 還 価 額  額面 100 円につき金 100 円 

８．償 還 期 限 平成 22 年 12 月 29 日 

９．申 込 期 間  平成 18 年 12 月 25 日 

10．本社債の払込期日  平成 18 年 12 月 25 日 

11．本新株予約権の割当日 平成 18 年 12 月 25 日 

12．募 集 の 方 法 第三者割当ての方法により、29,200,000 円を株式会社フ

レスカに、58,400,000 円を横浜新港倉庫株式会社に、

87,600,000 円を株式会社キノシタに、29,200,000 円をカ

ワイ株式会社に、29,200,000 円をトヨタカローラ名古屋

株式会社に、29,200,000 円を株式会社水口医療システム

研究所に、58,400,000 円を株式会社アルソア本社に、

29,200,000 円を森中一郎に、29,200,000 円を都市綜研イ

ンベストバンク株式会社にそれぞれ割り当てる。 

13．物上担保・保証の有無 

本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留

保されている資産はない。 

14．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設

置されない。 

15．財務上の特約 

本社債には財務上の特約は付されていない。 

16．本社債の償還の方法及び期限 

（１）本社債は、平成 22 年 12 月 29 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で償還する。 

（２）当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、平成 18 年 12 月を最初の月として（当月を含むものとする。）、その後５ヶ月毎の

第２金曜日（但し、第２金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。）ま

で（当日を含む。）に事前通知を行った上で、当該事前通知を行った日が属する月の翌月の末

日（但し、当該日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。）に、残存する本

社債の全部又は一部を額面 100 円につき金 100 円で、繰上償還することができる。 

（３）本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。 

（４）当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降いつでも本社債を買い入れ、これを消却

することができる。 

17．利息支払の方法及び期限 
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（１）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 18 年 12 月 29 日を第

１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月 30 日及び 12 月 30 日の２回

に各々その日までの前半か年分を支払う。 

（２）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（３）半か年に満たない期間につき本社債の利息を支払う場合は、その半か年の日割りをもって

これを計算する。 

（４）償還期日後は利息をつけない。 

（５）第１回の利息支払期日までに本新株予約権行使の効力が発生した本社債については、利息

をつけない。 

（６）第１回の利息支払期日後に本新株予約権行使の効力が発生した本社債の利息については、

本新株予約権行使の効力発生日の直前の利息支払期日後はこれをつけない。 

18．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。 

① 当社が、いずれかの本社債につき、第 16 項又は第 17 項の規定に違背し、７日以内にそ

の履行をすることができないとき。 

② 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済

をすることができないとき。 

③ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債

若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生した

にもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換

算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

④ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立をし、又は取締役会において解散（新設若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付

社債に関する義務が新会社若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと

認められる場合を除く｡）の決議を行ったとき。 

⑤ 当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は

特別清算開始の命令を受けたとき。 

当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公

告する。 

19．本新株予約権付社債券の喪失等 

（１）本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、

かつ、公示催告手続をし、その無効宣言があった後、確定した除権決定の謄本を添えて請求

したときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。 

（２）本新株予約権付社債券を毀損又は汚損したときは、当該本新株予約権付社債券を提出して

代り新株予約権付社債券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは

喪失の例に準ずる。 
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（３）代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費（印紙税を含む｡）

を徴収する。 

20．本社債権者に対する通知の方法 

本社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によって行う。但し、法令に別

段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接書面で通知する方法によるこ

とができる。 

21．社債権者集会に関する事項 

（１）本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも３週間前

に本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条所定の事項を公告する。 

（２）本社債の社債権者集会は京都府においてこれを行う。 

（３）本社債の総額の 10 分の１以上に当たる本社債を有する本社債権者は、社債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求す

ることができる。 

22．費用の負担 

以下に定める費用は、当社の負担とする。 

（１）第 20 項に定める通知に関する費用 

（２）第 21 項に定める社債権者集会に関する費用 

23．本新株予約権の内容 

（１）本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 13 個の本新株予約権を発行する。 

（２）本新株予約権の払込金額 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

（３）本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社

普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を本第 23 項第(4)号に

定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、

現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式（１単元の株

式の数は 100 株）が発生する場合、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使され

たものとして現金により精算する。 

（４）本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

① 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、

当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

② 転換価額は、当初 292 円とする。 

③ 転換価額の修正 

平成 20 年１月４日以降、本第 23 項第(9)号②に定める本新株予約権の各行使請求の効

力発生日（以下「修正日」という｡）の前日まで（当日を含む。）の３連続取引日（但し、

終値のない日は除く。）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
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値の平均値の 95％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨

五入する。以下「修正日価額」という｡）が、当該修正日の直前に有効な転換価額を１円

以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に

修正される。但し、かかる修正後の転換価額が 438 円（以下「上限転換価額」という｡）

を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額が

146 円（以下「下限転換価額」という。）を下回ることとなる場合には転換価額は下限転

換価額とする。上限転換価額及び下限転換価額は、下記④の規定を準用して調整される

ものとする。また、上記３連続取引日の間に下記④に基づく調整の原因となる事由が発

生した場合には、当該３連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。 

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、か

かる行使の際に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を通知する。 

④ 転換価額の調整 

（イ）当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(ロ)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「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 

     新 発 行 ・

処分株式数
× １ 株 当 り の

払込金額 既発行

株式数 
＋

時 価 調 整 後

転換価額
＝ 調 整 前

転換価額
×

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

（ロ）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

（ⅰ）下記(ニ)(ⅱ)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新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）

（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権

付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当

社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日

とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処

分につき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日の翌日

以降これを適用する。 

（ⅱ）株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

（ⅲ）下記(ニ)(ⅱ)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定

めのある取得請求権付株式又は下記(ニ)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって



 

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。）を発行又は付与する場合 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の

全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効

力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

（ⅳ）当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の取得と引換えに下記(ニ)(ⅱ)に定める時価を下回る価額をも

って当社普通株式を交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

（ⅴ）本（ロ）（ⅰ）乃至（ⅲ）の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生

が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きには、本（ロ）（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、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承

認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算

出方法により、当社の普通株式を交付する。但し、株券の交付については第 24 項の規

定を準用する。 

調 整 前 

転換価額 －
調 整 後 

転換価額 ×
調 整 前 転 換 価 額 に よ り 当 該

期間内に交付された株式数  

株式数 

 

＝ 
調整後転換価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

（ハ）転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が

１円未満にとどまる場合には、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調

整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整

前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

（ニ)(ⅰ)転換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

位を四捨五入する。 

（ⅱ）転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先

立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）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位を四捨五入する。 

（ⅲ）転換価額調整式で使用する既発行株式数は、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日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換

価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、

当該日において当社の保有する当社の普通株式を控除した数とする。また、上記（ロ）

（ⅴ）の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい
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て当社が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｡ 

（ホ）上記(ロ)の転換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、本社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

（ⅰ）株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整

を必要とするとき。 

（ⅱ）その他当社の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転換

価額の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の転換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。 

（ヘ）上記(ロ)の規定にかかわらず、上記(ロ)に基づく調整後の転換価額を初めて適用す

る日が本第(4)号③に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、上記(ロ)に基づく転

換価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、上限転換価額及び下限転換価

額については、かかる調整を行うものとする｡ 

（ト）本第(4)号④により転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適

用開始日の前日までに、本社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整

前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但

し、上記(ロ)（ⅴ）に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことが

できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、上記(ヘ)の規定が適用

される場合には、かかる通知は上限転換価額及び下限転換価額の調整についてのみ行う｡ 

（５）本新株予約権を行使することができる期間 

平成 18 年 12 月 26 日午前９時から平成 22 年 12 月 24 日午前 11 時までとする。但し、①

第 16 項第(2)号に基づく本社債の繰上償還の場合は、償還日の３営業日前の日まで、②第

16 項第(4)号に基づく買入消却の場合は、当社が本社債を消却したときまで、また③期限

の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成 22

年 12 月 24 日午前 11 時より後に本新株予約権を行使することはできない。 

（６）その他の本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。 

（７）本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 

（８）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第 40 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する

資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 
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（９）本新株予約権の行使請求の方法 

① 行使請求しようとする本社債権者は、所定の行使請求書に、行使請求しようとする本新

株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本

新株予約権付社債券を添えて本第23項第(5)号に定める行使請求期間中に第28項記載の

行使請求受付場所に提出しなければならない。 

② 行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が第 28 項記載の行使請求受付場所に到

着した日に発生する。 

24．株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

25．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由および転換価額の算定理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離

譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また本新株予約権の価値と、

本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により得られる価値とを勘案して、本新株予

約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。なお、当初の転換価額は、平成 18 年５

月 19 日に発行した当社の新株式の発行価額と同一とした。 

 

26．登録機関 

該当事項なし 

27．元利金支払事務取扱者（元利金支払場所） 

株式会社日本エル・シー・エー 経理財務部 

28．行使請求受付場所 

株式会社日本エル・シー・エー 経理財務部 

29．行使請求取次場所 

該当事項なし 

30．その他 

（１）本社債の応募額が本社債の総額に達しないときは、応募額をもって本社債の総額とする。 

（２）本新株予約権付社債の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本社債の総額その他を踏ま

え、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

（３）上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（４）その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長兼 COO に一任す

る。 

 

以  上 
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【ご参考】 

１．調達資金の使途 

(１) 今回調達資金の使途 

 手取概算額 375,310,000 円は、全額運転資金に充当する予定です。 

(２) 前回調達資金の使途の変更 

 該当事項はありません。 

(３) 業績に与える見通し 

 今期の業績予想に変更はありません。 

 

２．株主への利益配分等 

(１) 利益配分に関する基本方針 

当社グループでは、株主利益の向上を重要な経営課題と位置づけており、利益水準お   

よび配当性向等を総合的に勘案した上で、安定的な配当を行うことを基本方針としてお

ります。 

  (２) 配当決定に当たっての考え方 

上記の方針に従って、当社グループにおける連結業績状況を勘案し、決定をしており

ます。平成 18 年度５月期におきましては、大幅な業績悪化から誠に遺憾ながら期末配当

金を無配といたしております。 

  (３) 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 16 年５月期 平成 17 年５月期 平成 18 年５月期 

１株当たり当期純利益 11.45 円 11.95 円 △120.94 円 

１株当たり年間配当金 10.00 円 10.00 円 ―円 

実 績 配 当 性 向 87.3％ 83.7％ ―％ 

株主資本当期純利益率 4.2％ 4.4％ ―％ 

株 主 資 本 配 当 率 3.5％ 3.9％ ―％ 

(注)1．株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末

の資本の部合計の平均）で除した数値であります。 

2．株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資

本の部合計の平均）で除した数値であります。 

 

３．その他 

(１) 潜在株式による希薄化情報等 

     今回のファイナンスを実施することにより、平成 18 年 12 月１日現在の発行済株式総

数に対する潜在株式数の比率は 6.04％になる見込みであります。 

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債に付され

た新株予約権がすべて当初の転換価額で権利行使された場合に発行される株式数を

直近の発行済株式総数で除した数値であります。また、今回発行する無担保転換社

債型新株予約権付社債に付された新株予約権が全て上限転換価額である 438 円で権

利行使されたと仮定した場合、直近の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は

4.03％となり、全て下限転換価額である 146 円で権利行使されたと仮定した場合、

直近の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は 12.08％になる見込みでありま

す。 
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 (２) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

①過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりです。 

発行形態 発行日 発行額 発行価額 

新株式 平成 18 年５月 19 日 1,000,976,000円 １株につき 292 円 

 

②過去３決算期間および直前の株価の推移 

 平成 16 年５月期 平成 17 年５月期 平成 18 年５月期 平成 19 年５月期

始 値 396 円 840 円 444 円 254 円 

高 値 1,150 円 1,119 円 478 円 268 円 

安 値 323 円 440 円 252 円 131 円 

終 値 811 円 443 円 256 円 160 円 

(注) 平成 19 年５月期の株価については、平成 18 年 12 月１日現在で表示しております。 

 

 

③過去３決算期間の株価収益率及び株主資本利益率の推移 

 平成 16 年５月期 平成 17 年５月期 平成 18 年５月期 

株価収益率 23.0 倍 36.3 倍 ―倍 

株主資本利益率 4.2％ 4.4％ ―％ 

(注) 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当り当期利益で除した数

値であります。 
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４．転換社債型新株予約権付社債の割当予定先及び割当額 

割当予定先の概要は以下のとおりでございます。当社と割当予定先との関係等は、取引関

係等の箇所に記載がある割当予定先につきましてはコンサルティング契約等の契約先であり、

当該箇所に記載のない割当予定先である森中一郎氏は、当社元従業員であり、当社の事業展

開の可能性に理解を持つことから同氏を割当予定先としており、株式会社水口医療システム

研究所は、今後の当社の事業展開において協業が見込まれることから、同社を割当予定先と

しております。 

 

 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社フレスカ 

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所 岡山市絵図町 6－3 

代表者の氏名 代表取締役  石井 進 

資本金 10,000,000 円 

事業の内容 
外食店舗の企画・展開・運営事業、外

食フランチャイズ店舗運営事業 割当予定先の内容 

大株主 

石井亜沙美 30 株 15％ 

石井佳奈恵 30 株 15％ 

石井智亜紀 30 株 15％ 

石井嘉明  30 株 15％ 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と外食関連事業において継続的

な取引関係がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

 （注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 
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割当予定先の氏名又は名称 横浜新港倉庫株式会社 

割当新株予約権付社債（額面） 金 58,400,000 円 

払込金額 金 58,400,000 円 

住所 
横浜市中区本町四丁目 43 番地セボン

関内第二ビル 6階 

代表者の氏名 
代表取締役  左右田 照夫 

代表取締役  左右田 文夫 

資本金 120,000,000 円 

事業の内容 
倉庫業、外食事業、自動車関連事業、

教育事業 

割当予定先の内容 

大株主 

東京中小企業投資育成株式会社 

       1,000,000株 41.7％

株式会社泰和商会 

        609,125株 25.4％

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と自動車関連事業において継続

的な取引関係がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

 （注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社キノシタ 

割当新株予約権付社債（額面） 金 87,600,000 円 

払込金額 金 87,600,000 円 

住所  静岡県焼津市越後島 354 番地 

代表者の氏名 代表取締役  木下 徹哉 

資本金 141,630,000 円 

事業の内容 
自動車関連事業、飲食店経営、フラン

チャイズ事業 

割当予定先の内容 

大株主 

木下徹哉  74,648 株  33.0％ 

木下洋美  25,440 株  11.2％ 

有限会社エムフードサービス 

      25,280 株  11.2％ 

安田企業投資株式会社 

      23,000 株  10.2％ 

木下勝博  22,632 株  10.0％ 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と自動車関連事業において継続

的な取引関係がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

 （注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 
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割当予定先の氏名又は名称 カワイ株式会社 

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所 
 福井県越前市上太田町第29号15番地

の１ 

代表者の氏名 代表取締役  河合 敏一 

資本金 30,000,000 円 

事業の内容 
石油及び石油製品販売事業、損害保険

代理業、建設業、宅地建物取引業 

割当予定先の内容 

大株主 

河合敏一  46,800 株  15.60％ 

株式会社加賀サービス 

      44,000 株  14.67％ 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と自動車関連事業において継続

的な取引関係がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

（注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 トヨタカローラ名古屋株式会社 

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所  名古屋市中区松原一丁目 6番 2号 

代表者の氏名 代表取締役  後藤 善和 

資本金 50,000,000 円 

事業の内容 自動車関連事業、保険代理業 
割当予定先の内容 

大株主 

後藤善和  40,050 株 40.05％ 

後藤善午  27,750 株 27.75％ 

後藤善吉  20,600 株 20.60％ 

向井慶子  10,800 株 10.80％ 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と自動車関連事業において継続

的な取引関係がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

（注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

 

 

 

 



 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 

 
－14－ 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社水口医療システム研究所 

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所  大阪市中央区瓦町二丁目 4番 10 号 

代表者の氏名 代表取締役  水口 錠二 

資本金 20,000,000 円 

事業の内容 

医療事務受託業、医療・福祉分野にお

けるコンサルタント業、医療従事者の

教育事業 

割当予定先の内容 

大株主 水口 錠二      100％ 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 該当事項なし。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

（注）割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社アルソア本社 

割当新株予約権付社債（額面） 金 58,400,000 円 

払込金額 金 58,400,000 円 

住所  山梨県北杜市小淵沢 2961 番地 

代表者の氏名 代表取締役  滝口 友樹哉 

資本金 2,700,000,000 円 

事業の内容 
化粧品及び健康補助食品の製造販売

事業 
割当予定先の内容 

大株主 

株式会社アルソア央粧 

        37,806 株 71.7％

滝口 友樹哉  12,240 株 23.2％

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
同社および同社の関連会社と当社と

の間で継続的な取引がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

（注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 

 
－15－ 

割当予定先の氏名又は名称 森中 一郎 

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所  大阪府吹田市津雲台六丁目 7番 8号

現職 株式会社エフアンドエム代表取締役
割当予定先の内容 

出資関係 
割当予定先が保有してい

る当社の株式の数 
なし 

取引関係等 該当事項なし。 
 当社との関係 

人的関係等 当社元従業員。 

（注）割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

 

割当予定先の氏名又は名称 都市綜研インベストバンク株式会社

割当新株予約権付社債（額面） 金 29,200,000 円 

払込金額 金 29,200,000 円 

住所  大阪市中央区北浜一丁目 1番 30 号 

代表者の氏名 代表取締役  柳瀬 健一 

資本金 227,500,000 円 

事業の内容 

 資産運用及び管理事業、不動産売買・

仲介・運用事業、都市開発・地域開発

等に関するコンサルタント業 

割当予定先の内容 

大株主 柳瀬 健一   49,648 株 75.8％

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取引関係等 
当社と住宅・建設・不動産関連事業に

おいて継続的な取引がある。 

当社との関係 

人的関係等 該当事項なし。 

（注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 18 年 12 月８日現在のものである。 

 

５．転換社債型新株予約権付社債発行の日程 

平成 18 年 12 月 ８日 転換社債型新株予約権付社債取締役会発行決議 

平成 18 年 12 月 ８日 有価証券届出書提出日 

平成 18 年 12 月 25 日 有価証券届出書効力発生予定日 

平成 18 年 12 月 25 日 割当日 

平成 18 年 12 月 25 日 申込期間 

平成 18 年 12 月 25 日 払込期日 

平成 18 年 12 月 26 日 新株予約権行使開始日 

 

６.その他 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の各割当予定先との間で、当該新株予約権

付社債に譲渡制限を付すことを合意する予定でございます。 

 

以  上 


