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第三者割当増資による新株式発行、 

新株予約権発行に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり第三者割当による新株式の発行及び

新株予約権の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

一．第三者割当による新株式発行 

１．新株式発行の要領 

（１）発行新株式 当社普通株式 

（２）発行株式数 6,000,000 株 

（３）発行価額 1 株につき 215 円 

（４）発行価額の総額 1,290,000,000 円 

（５）資本金組入額 1 株につき 108 円 

（６）申込期日 平成 19 年２月８日 

（７）払込期日 平成 19 年２月９日 

（８）割当予定先及び株式数 株式会社アエリア  4,500,000 株 

ひびき証券株式会社 1,500,000 株 

（９）新株式の継続所有等の取決めに関する事項 

新株式の発行日から２年以内に、当該株式の全部又は一部を譲渡する場合には割当予

定先から遅滞なく当社に報告する旨の確約をいただく予定です。 

（10）前項各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（注）発行価額の決定 

発行価額の算定方法は、本件増資にかかる取締役会決議の直近取引日の大阪証券取引

所における当社普通株式の終値を参考として、215 円（ディスカウント率 4.87％）とい

たしました。これは、当社の置かれた事業環境や最近の業績等を勘案し、割当予定先サ

イドとの交渉の結果決定いたしました。 
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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 15,788,701 株 （平成 18 年 12 月 25 日現在） 

増資による増加株式数 6,000,000 株 

（増加資本金 648,000,000 円） 

増資後の発行済株式総数 21,788,701 株 

（増加後資本金 1,450,500,000 円） 

なお、増資前の発行済株式総数については、平成 18 年 12 月 25 日現在の発行済株式総数を基

礎にしております。 

 

 

二．第三者割当による新株予約権発行 

１．新株予約権の発行要領 

（１）新株予約権の名称 大洸ホールディングス株式会社第１回新株予約権 

（２）新株予約権の数 1,500,000 個 

（３）新株予約権の払込金額 新株予約権 1個につき金 26 円 

（４）新株予約権の払込金額の総額 

 39,000,000 円 

（５）新株予約権の申込期日 平成 19 年２月８日 

（６）新株予約権の割当日及び払込期日 

 平成 19 年２月９日 

（７）新株予約権の募集方法及び割当予定先 

第三者割当の方法により、新株予約権を株式会社アエリア及びひびき証券株式会社に、

1,125,000 個及び 375,000 個をそれぞれ割り当てる。 

（８）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

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、本新株予約権の行使により当

社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、本新株予約権１個当たり１株とする（以下

「割当株式数」という。）。 

（９）新株予約権の行使期間 

本新株予約権の新株予約権者は、平成 19 年８月９日から平成 20 年８月９日までの間（以

下「行使請求期間」という。）、いつでも本新株予約権の行使を請求することができる。 

（10）新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権は、一部行使はできないものとする。 

（11）本新株予約権の行使に際して出資の目的となる財産及びその価額 

355,500,000 円 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たりの
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出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、237 円（以下「当初行使価額」とい

う。）とする。 

なお、新株予約権の行使請求期間内に行使が行われない場合には、発行価額の総額に新株

予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 

（12）行使価額の調整 

当社は、本新株予約権の発行後、当社が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（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）並びに株式分割により当社普通株式

を発行する場合、及び時価を下回る価額をもって当社普通株式に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若しくは新株予約権付社債を発行するには、次に定め

る算式により行使価額を調整する。 

    新発行・処分株式数×１株当たり払込金額 
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＋新発行・処分株式数 

また、当社は株式の併合の場合等にも適宜行使価額を変更する。 

（13）本新株予約権の行使請求の方法 

①本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社が定める行使請求書（以下、

「本新株予約権行使請求書」という。）に、行使請求しようとする本新株予約権の内容

及び数を表示し、請求年月日等を記載してこれに記名捺印をした上、新株予約権証券を

発行している場合には、当該新株予約権証券を添えて、行使期間中に提出しなければな

らない。 

②本新株予約権を行使しようとする場合、本新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新

株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を後記払込取扱場所の当社指定

口座に振り込むものとする。 

③後記行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出した者は、その後これを撤回する

ことはできない。 

（14）本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が後記行使請求受付場所に到着し、かつ

第 13 項第 2 号に定める振込みの入金が確認された日又は本新株予約権を行使する日として

本新株予約権行使請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日に発生する。 

（15）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。 

（16）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当社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項の規定に従い算出される基本金等増加限度額の２分の１の金額とし

（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金
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等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

（17）本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り記名式の本新株予約権証券を発行する。 

（18）本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権に関する諸条件、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）等を考慮し、一般的な価格算定モデルで

あるブラック・ショールズ・プライシング・モデルによる算定した結果を参考に、本新株予

約権の１個当たりの払込価額を 26 円にした。また、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は、第 11 項記載のとおりとし、行使価額は平成 18 年 12 月 25 日（月）の大阪

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 105％とした。 

（19）本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。 

（20）行使請求受付場所 大洸ホールディングス株式会社 企画部 

（21）払込取扱場所 株式会社りそな銀行 船場支店 

（22）新株予約権原簿の管理 だいこう証券ビジネス株式会社 

（22）剰余金の配当 

剰余金の配当（会社法第 454 条第 5 項に定められた金銭の分配を含む。）については、当

該配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権の行使に

より交付された当社普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が

保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

（23）前項各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

 

２．潜在株式による希薄化情報等 

今回の新株予約権発行による潜在株式の比率は、平成 18 年 12 月 25 日現在の発行済株式総

数に今回の第三者割当増資にて発行される新株式を加えた株数（21,788,701 株）に対して、

6.9％となります。 

 

 

【ご参考】 

１．資金調達の理由及び資金の使途等 

（１）資金調達の理由 

「アエリア、大洸ホールディングス、ひびき証券間における資本提携に関するお知らせ」

のプレスリリースに記載のとおり、今回の資本提携により各社の得意分野における事業協力

と業務ノウハウの相互提供により、商品先物業務、証券業務を始めとした金融業務における

有機的なシナジー効果が期待できると考えております。 

当社グループにおきましては、これまで、グループ事業再建策を策定し、継続的に経営改
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善努力をして参りました。しかし、今般、グループの競争力を高めるため、一段の収益力強

化、財務内容の改善が必要と考え、オンライン業務におけるノウハウとシステム構築に関す

る技術力を有する株式会社アエリア及び投資顧問業務や子会社を通じたＩＰＯコンサルティ

ング業務に強みを持つひびき証券に対し第三者割当増資を行い、財務内容の強化及びインタ

ーネット取引関連拡大及び証券業務充実ために資金調達を行うとともに、三社間の総合的な

協力関係を構築するためであります。 

（２）増資調達資金の使途 

今回の新株式発行及び新株予約権発行による調達資金については、一部を商品先物業務及

び証券業務の業容拡大のため、新たにオンライン取引業務参入のためのシステム構築、さら

に証券部門における投資顧問業務及びＩＰＯコンサルティング業務の強化に充当する予定で

ありますが、資本提携及び業務提携後に各社間の協議により決定してまいります。また、一

部を財務内容の充実のため借入金の返済に充当する予定であります。 

（３）業績に与える影響 

最終的な決定が未了であることを含めて、当社グループの当期業績に与える影響につきま

しては、現在精査中であります。重要な影響があった場合には、速やかに開示させていただ

きます。 

 

 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置付けており、財務内容及び今後

の事業展開、利益状況等を勘案しつつ、安定的な配当の継続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 

上記の方針に基づき、当社グループの経営成績及び内部留保の充実を総合的に勘案し決定

しております。 

（３）内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、今後の競争激化や市況変動、商品先物取引業における手数

料の自由化に対応できる磐石な経営体制の確立のため、当社グループの整備拡充などによる

営業基盤の強化、人材の育成、商品開発力の充実を図るための投資などに当てることとして

おります。 

 

３．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 増資後の資本金 摘要 

平成 17 年４月１日 1,821,470 千円 802,500 千円 
株式交換よる資本準
備金の増加 
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（２）過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

始値 315 円 561 円 609 円 524 円 

高値 605 円 690 円 628 円 570 円 

安値 301 円 526 円 409 円 225 円 

終値 584 円 629 円 524 円 247 円 

株価収益率 6.6 倍 5.5 倍 △15.0 倍 ― 

（注）平成 19 年３月期は、平成 18年 11 月 30 日現在で表示しております。 

 

４．割当予定先の概要 

（１） 

割当予定先の名称 株式会社アエリア 

割当株数 4,500,000 株 

割当新株予約権個数 1,125,000 個 

割当予定先の内容  

 住所 東京都港区赤坂三丁目 16 番 11 号 

 代表者の役職氏名 
代表取締役会長 長嶋貴之 
代表取締役社長 小林祐介 

 資本の額 ２億２,３１２万円 

 事業の内容 
オンラインゲーム事業、モバイルコンテンツ＆ソリューシ
ョン事業、システムソリューション事業、メディア事業 

 大株主 長嶋貴之 24.56％

  小林祐介 19.36％

  タスカンキャピタルエルエルシー 4.88％

  大阪証券金融株式会社 3.33％

  株式会社日本ブレーンセンター 1.22％

主な経営成績・財政状態 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 

 売上高 874,188 千円 2,075,334 千円 

 営業利益 383,191 千円 597,645 千円 

 経常利益 358,086 千円 597,004 千円 

 当期利益 207,526 千円 298,439 千円 

 総資産 1,280,382 千円 9,267,636 千円 

 純資産 993,474 千円 8,158,676 千円 

当社との関係  

 
当社が保有している割当予
定先の株式の数 

該当ございません 

 
割当予定先が保有している
当社の株式の数 

資本提携予定 

 取引関係 業務提携予定 

 人的関係 役員受入予定 

（注）資本の額、大株主及び当社との関係の欄は、平成 18 年６月 30 日現在におけるものです。 
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（２） 

割当予定先の名称 ひびき証券株式会社 

割当株数 1,500,000 株 

割当新株予約権個数 375,000 個 

割当予定先の内容  

 住所 大阪市中央区今橋一丁目６番 19 号 

 代表者の役職氏名 代表取締役社長 加古泰義 

 資本の額 ５億円 

 事業の内容 証券業、投資顧問業 

 大株主 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 63.49％

  井上智治 21.90％

  プラザアセットマネジメント株式会社 9.06％

  住友生命保険相互会社 2.45％

  ひびき証券役員持株会 1.56％

主な経営成績・財政状態 平成 17 年３月期 平成 18 年 3月期 

 営業収益 1,074 百万円 1,822 百万円 

 営業利益 121 百万円 446 百万円 

 経常利益 81 百万円 445 百万円 

 当期利益 60 百万円 278 百万円 

 総資産 6,035 百万円 9,562 百万円 

 純資産 1,620 百万円 1,936 百万円 

当社との関係  

 
当社が保有している割当予
定先の株式の数 

該当ございません 

 
割当予定先が保有している
当社の株式の数 

資本提携予定 

 取引関係 業務提携予定 

 人的関係 子会社への役員受入予定 

（注）資本の額、大株主及び当社との関係の欄は、平成 18 年９月 30 日現在におけるものです。 

 

５．割当予定先の当社株式に対する保有方針 

長期保有との報告を受けております。 

 

６．増資後の大株主の状況 

順位 株 主 名 所有株式数 所有割合 

１位 石川清助 5,903,651 27.1％ 

２位 株式会社アエリア 4,500,000 20.7％ 

３位 ひびき証券株式会社 1,500,000 6.9％ 

４位 竹田和平 450,000 2.1％ 
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５位 株式会社りそな銀行 400,000 1.8％ 

６位 兵頭通裕 370,000 1.7％ 

７位 大阪証券金融株式会社 363,000 1.7％ 

８位 荒堀悦子 340,000 1.6％ 

９位 株式会社近畿大阪銀行 320,000 1.5％ 

10 位 飛田 茂 248,100 1.1％ 

（注）上記は、平成 18 年９月 30 日現在の株主記名簿を基準としており、今般の第三者割当によ

る新株式発行完了後の数字であり、今般発行する新株予約権行使による増加株式数は含ん

でおりません。 

以 上 
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