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平成１９年１月１１日 

各 位 
会社名    トランスデジタル株式会社 
代表者氏名  代表取締役社長 林 弘明 

（JASDAQ・コード番号：9712） 
問合せ先   取締役管理本部長  内田 一彦 
電話番号   ０３－５１１４－００７５ 

 

 

第三者割当による新株式発行および新株予約権発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成１９年１月１１日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行および新株

予約権の発行に関し下記のとお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 

 

１．新株式発行要領 

（１） 発行新株式数 普通株式 20,000,000株

（２） 発行価額 1株につき 50円

（３） 発行価額の総額 1,000,000,000円

（４） 資本組入額 1株につき 25円

（５） 資本組入額の総額 500,000,000円

（６） 申込期間 平成19年1月25日（木）から

平成19年1月26日（金）まで

（７） 払込期日 平成19年1月26日（金）

（８） 新株券交付日 平成19年1月29日（月）

（９） 割当先及び割当株式数 

Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合 20,000,000株

（10） 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いたします。
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第２ 第三者割当による新株予約権発行 

１. 新株予約権発行要領 

（1） 新株予約権の名称 平成 19 年 1月 26 日発行トランスデジタル株式会社新株予約権 

 

（2） 新株予約権の目的であ

る株式の種類及び数 

 

当社普通株式 8,000,000 株（新株予約権 1個につき 10,000 株）

（3） 新株予約権の総数 800 個 

 

（4） 新株予約権の発行価額 1 個につき 31,240 円（1 株につき 3.124 円） 

 

（5） 新株予約権の発行価額

の総額 

 

24,992,000 円 

（6） 募集の方法 第三者割当の方法による。 

 

（7） 割当先及び割当数 Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合 300 個 

林  弘明          200 個 

岡本 行生          200 個 

内田 一彦          100 個 

 

（8） 申 込 期 間 平成 19 年 1月 25 日（木）から平成 19 年 1月 26 日（金）まで 

 

（9） 払 込 期 日 平成 19 年 1月 26 日（金） 

 

（10） 割   当   日 平成 19 年 1月 26 日（金） 

 

（11） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。） 

 ① 当初の行使価額 1 個につき金 600,000 円（1株につき 60 円） 

 

 ② 行使価額の調整  

  （i）新株予約権の発行後、本項第（ii）号に掲げる事由により当社普通株式数に変更

を生じる場合または変更を生じ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。）により行使価額を調整する。 

 

  交付株式数 × 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＋新発行株式数 

     

  (ii) 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ものとする。 
 

   （イ） 本項第(ⅲ)号ロ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(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換え
に交付する場合また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)その他の証券もしくは権利の請
求また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たと
きは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、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。 
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   （ロ） 株式分割または株式無償割当てにより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、また、当社普
通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるた
めの基準日がない場合または株主(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には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを
適用する。 

     

   （ハ） 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(ⅲ)号ロに定め
る時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを
発行する場合(無償割当ての場合を含む)、または本項第(ⅲ)号ロに定め
る時価を下回る時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(新株予約権付社債に付されたものを含む)その他の証券もしくは権利
を発行する場合。 
 
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む)その他の証券または権利(以下「取得
請求権付株式等」という)のすべてが当初の条件で請求また行使され当社
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、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当
日)または無償割当ての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、その日の翌日以降、これを適用する。 
上記にかかわらず、請求また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等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
付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当
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。 

     

   （ニ） 本号（イ）乃至（ハ）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
日以降の株主総会また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（イ）乃至（ハ）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ものとする。 
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。 

   

 

    
(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 

 
  (iii) （イ） 行使価額調整式の計算については、円位未満小数 2 位まで算出し、小数

第 2位を切り捨てる。 
 

   （ロ） 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(ただ
し、本項第(ⅱ)号(ニ)の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30
取引日(終値のない日数を除く)の株式会社ジャスダック証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値(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、そ
の小数第 2 位を切り捨てる。 
 

   （ハ） 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、また、基準日(基準日を定めない
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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数を控除した数とする。また、本項第(ⅱ)号（ロ）
の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式
分割のための基準日における当社の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。 
 

  (iv) 本項第（ii）号の行使価額の調整を必要とする場合のほか、次のいずれかの場合
には、当社は当社が適切と考える方法により行使価額の調整を行うものとする。

   （イ） 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
割または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。 
 

   （ロ） 本号（イ）のほか、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ず
る事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。 
 

   （ハ） 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当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。 

     

  (v) 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ならびにその
事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事
項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（ii）号（ニ）の場合その他適
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には、調整後行使価額
の適用の日以降速やかに通知する。 

  

（12） 新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の総額 

 

480,000,000 円 

ただし、上記（11）に定める調整に服する。 

（13） 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額 

 

1 個につき 631,240 円（1 株につき 63.124 円） 

ただし、上記（11）に定める調整に服する。 

（14） 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額 

 

504,992,000 円 

ただし、上記（11）に定める調整に服する。 

（15） 新株予約権の行使により発行す

る株式の資本組入額 

 

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します。 
 

（16） 発行価額及び新株予約権の行使
の際の払込金額の算定理由 

新株予約権発行を決議した取締役会の直前日の直近５
営業日までの株式会社ジャスダック証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の平均値（54.8 円）を
参考とし、新株予約権の行使の際の 1 株当たりの払込金
額 60 円（割増率 10％、1 個あたり 600,000 円）として
設定した。新株予約権の行使期間は 2年間とし、リスク・
フリー金利には残存年数が行使期間までと同程度の割
引国債利回りを採用した。ボラティリティは、当社株価
が、①下方トレンドが認められること、②業績修正や市
場の思惑により時折大きく振れる場面が見られること
等の特徴を考慮し、当社のヒストリカル・ボラティリテ
ィをそのまま当社ボラティリティとして、ブラック・シ
ョールズ・オプション・プライシング・モデルに当ては
めることは適切でないと判断し、直近 3 ヶ月間の TOPIX 
のヒストリカル・ボラティリティを参考に、①発行済株
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式数の増加で流動性が増し、今後の株価変動が抑えられ
る効果が予想されること、及び、②TOPIX 構成銘柄と当
社とを比較した際のリスクを考慮した上で、当社の将来
の予測ボラティリティとしてその半分程度のボラティ
リティ採用を決定し、これらの諸条件においてのブラッ
ク・ショールズ・プライシング・モデルによる算定結果
を参考にし、本新株予約権 1 個の発行価額を金 31,240
円（1 株当たり 3.124 円）とした。 
 

（17） 行 使 請 求 期 間 平成 19 年 1 月 29 日から平成 21 年 1 月 28 日まで 

 

（18） 新株予約権の行使条件 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできない

ものとする。 

 

（19） 取得条項 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併および株式交換
または株式移転により他の会社の完全子会社となるこ
とを当社の株主総会で決議した場合には、当該効力発生
日以前に残存する新株予約権の全部を、新株予約権 1 個
につきその発行価額と同額を対価として支払うことに
より、取得することができるものとする。 
 

（20） 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。 
 

（21） 譲渡制限 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。 
 

（22） 新株予約権証券の発行 新株予約権者の請求のあるときに限り、記名式の新株予
約権証券を発行する。 
新株予約権者は、新株予約権証券につき、無記名式とす
ることを会社に対して請求することはできない。 
 

（23） 新株予約権の行使請求受付場所 トランスデジタル株式会社 本社管理部 

 

（24） 前記各号については、証券取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

 

 

以 上 



－6－ 

【ご参考】 
１．今回の増資による発行済株式総数の推移（資本金の額の推移） 

現在の発行済株式総数          42,712,485 株（平成19年1月10日現在） 

（現在の資本金の額                  5,571,167,377円） 

新株式発行による増加株式数       20,000,000 株 

（増加する資本金の額          500,000,000円） 

増資後発行済株式総数                  62,712,485 株 

（増加後の資本金の額                6,071,167,377円） 

新株予約権行使による増加株式数      8,000,000 株 

（増加する資本金の額                  252,496,000円） 

新株予約権行使後の株式総数       70,712,485 株 

（増加後の資本金の額                6,323,663,377円） 

 

(注)上記株式総数、資本金の額の推移は、既に発行している新株予約権、ストックオプションの

行使による増加株式数、増加資本金の額を含んでおりません。 

 

２．増資の理由及び資金の使途 

(１) 増資の理由 

当社は平成１８年１１月２４日発表の中間決算短信の通り、当中間期において主に子会社、持

分法適用会社の業績低迷に対応するため、抜本的な事業見直しに伴い、多額の損失を計上いたし

ました。当社は現在、収益計上体質の再構築のため、事業選別、子会社整理等による運転資金の

圧縮に努めております。来期以降の業績回復を目指して、今年度中に事業基盤の整備を完了する

予定でありますが、同時に財務基盤を安定させるために今回の増資を計画しております。今回の

増資により、大幅な有利子負債の圧縮が可能であり、当社の財務基盤に対する不安を払拭するこ

ととなります。今回の資金調達は当社の存続・発展のために必要不可欠なものでございますので、

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

(２) 資金の使途 

今般の増資資金および新株予約権の発行、行使による調達資金１５億５百万円のうち、発行費

用７５百万円を差し引いた手取概算額１４億３０百万円については、財務体質改善のための借入

金の返済として１０億円を、運転資金として４億３０百万円を使用する予定です。 

(３) 業績に与える見通し 

今回の資金調達により直接的な会社業績への影響は軽微ですが、経営の安定化、支払利息の軽

減、運転資金の充実により来期以降の業績に寄与する予定です。 

(４) 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、安定的な経営基盤の確保につとめ、経済情勢、業界の動向及び業績などを総合的に勘

案の上、株主の皆様への積極的な利益還元を進めることを基本方針としております。 

② 過去３決算期間の配当状況等 
 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期 
１株当たり当期純利益 ▲２１．９７ ４．９８ ▲４６．３６

１株当たり年間配当金 － － － 
実 質 配 当 性 向 － － － 
１株当たりみなし配当金 － － － 
修 正 配 当 性 向 － － － 
自己資本当期純利益率 － １．３８ － 
純 資 産 配 当 率 － － － 
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(５) 新株式の発行価額の決定方法 

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近５営業日（平成18年12月29日から平成19年1月

10日）に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均

値（54.8円）を参考として、50円（ディスカウント率8.8％）としました。 

発行価額につきましては、当社の置かれた事業環境や最近の業績等を勘案し、割当先との交渉

の結果決定いたしました。 

 

(６) 割当先の概要 

別紙のとおり 

(７) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等 

 当社は割当先との間において、新株式の継続保有及び預託に関する取り決めはありません。 

ただし、割当新株式効力発生日（平成 19 年 1 月 26 日）より２年間において、当社普通株式の全

部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、

譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。 

(８) 今後の増資についての考え方 

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。 

(９) 増資日程（予定） 

  平成 19 年 1月 11 日（木） 新株式発行決議取締役会 

  平成 19 年 1月 11 日（木） 有価証券届出書提出（関東財務局） 

  平成 19 年 1月 11 日（木） 記者クラブで発表資料投函 

  平成 19 年 1月 19 日（金） 届出の効力発生 

  平成 19 年 1月 25 日（木） 募集開始  

  平成 19 年 1月 26 日（金） 申込期日 

  平成 19 年 1月 26 日（金） 払込期日 

  平成 19 年 1月 26 日（金） 資本組入日 

  平成 19 年１月 29 日（月） 新株券交付日 

 

(１０) 増資後の株主構成 

 

順位 名 称 所有株式数（株） 構成比

1 G&W投資事業有限責任組合  22,000,000株 32.53％

2 TDEBO第01号投資事業組合(*1 平成18年11月8日現在) 4,500,000株 6.36％

3 コメルツバンク（サウスイーストアジア）リミテッド 3,913,100株 5.53％

4 林 弘明 2,000,000株 2.83％

5 岡本 行生 2,000,000株 2.83％

 

（注）上記は、*1 以外、平成 18 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準とし、今般の第三者割当増資及び

新株予約権行使による新株式発行完了後の数字であり、既に発行している新株予約権ならびにス

トックオプションの行使による増加株式数を含んでおりません。 
 
(１１) 潜在株式による希薄化 

平成１８年３月期（直前決算期）における潜在株式調整後の１株当たり当期純利益は、１

株当たり当期純損失が計上されているため算出できません。 

なお、今回のファイナンスを実施することにより、直近（平成１９年１月末）の発行済株

式数に対する潜在株式の比率は 29.2％となる見込みです。 

 

(注)潜在株式の比率は、既に発行されている新株予約権等が全て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数で除したものとしております。 
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(１２) 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 適 用 

平成１６年 ２月１９日 750,000 

(千円) 

3,026,967 

(千円) 

有償第三者割当増資 

発行株式数    ５００万株 

発行価格     １５０円 

資本組入額     ７５円 

平成１６年１１月１２日 

 

3,736,800 

(千円) 

4,906,167 

(千円) 

有償第三者割当増資 

発行株式数 ２,１６０万株 

発行価格     １７３円 

資本組入額     ８７円 

平成１７年２月 １日～ 

平成１８年３月３１日 

 

1,323,000 

(千円) 

5,571,167 

(千円) 

新株予約権行使 

発行株式数   ７００万株 

発行価格     １８９円 

資本組入額     ９５円 

平成１８年８月３０日 － － 新株予約権発行 

発行株式数   ４５０万株

発行価格     １６２円

資本組入額     ８１円

行使率        ０％

平成１８年８月３０日 － － 新株予約権付社債発行 

発行株式数   ３６２万株

発行価格     １３８円

資本組入額     ６９円

行使率        ０％

  ※ それぞれのファイナンスについて、資金使途に変更はありません。 
 

② 過去 3年間及び直前の株価の推移等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１． 平成 19 年 3月期の株価については、平成 19 年 1 月 10 日現在で表示しています。 

(注）２． 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を決算期末の 1株当たりの当期純利益で除し

た数値です。 

 (注) ３． 株価は、平成 16 年 12 月 12 日以前は日本証券業協会におけるもので平成 17 年 3月期 

は( )表示をしており、平成 16 年 12 月 13 日以降はジャスダック証券取引所における 

ものであります。 

なお、※印は、株式併合後の株価であります。 

 
以 上 

 

 

 

 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（円） 12 173 590 397 

高値（円） ※330  14 (905) 775 669 588 

安値（円） ※ 72  11 (135) 499 295 52 

終値（円） 170 605 395 58 

株価収益率（倍） － 121.5 － － 
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（別紙） 

割当先の概要 

 

１．第三者割当による新株式発行 

 

 
Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合 名称 
 

 

東京都渋谷区広尾四丁目１番４号－１０５ 本店所在地 

 

運営会社並びに 

運営会社の代表者 

業務執行組合員（無限責任組合員） 

有限会社ジーアンドダブリューメディア 

代表取締役 三浦光起 

資本の額 該当なし 

主な事業内容 投資事業 

出資関係 該当なし 

取引関係 該当なし 当社との関係 

人的関係 該当なし 

 

 
  

 

２．第三者割当による新株予約権発行 

 

割当予定先の氏名 Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合 

割当新株予約権数 300 個 

払込金額 金 9,372,000 円 

住所 東京都渋谷区広尾四丁目１番４号－１０５ 

代表者の氏名 

業務執行組合員（無限責任組合員） 

有限会社ジーアンドダブリューメディア 

代表取締役 三浦光起 

資本の額 該当なし 

割当予定先の内容 

事業の内容 投資事業 

出資関係 20,000,000 株（今般増資分） 

取引関係等 該当事項なし 当社との関係 

人的関係 該当事項なし 
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割当予定先の氏名 林 弘明 

割当新株予約権数 200 個 

払込金額 金 6,248,000 円 

住所 東京都杉並区井草 1-4-7 サン・コート井草 101 
割当予定先の内容 

職業 当社代表取締役社長 

出資関係 該当事項なし 

取引関係等 該当事項なし 当社との関係 

人的関係 当社代表取締役社長 

 

 

割当予定先の氏名 岡本 行生 

割当新株予約権数 200 個 

払込金額 金 6,248,000 円 

住所 東京都足立区大谷田 3-10-15-204    
割当予定先の内容 

職業 当社取締役副社長 

出資関係 該当事項なし 

取引関係等 該当事項なし 当社との関係 

人的関係 当社取締役副社長 

 

 

割当予定先の氏名 内田 一彦 

割当新株予約権数 100 個 

払込金額 金 3,124,000 円 

住所 静岡県御殿場市沼田 243    
割当予定先の内容 

職業 当社取締役 

出資関係 普通株式 2,000 株 

取引関係等 該当事項なし 当社との関係 

人的関係 当社取締役 

 

（注） １． 上記各割当先のうち取締役 3名への割当てについては、業績に対するインセンティ

ブとして、より責任を持った経営に当たることを目的として選定しました。また、

Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合につきましては、純投資目的での引受ではあります

が、当社事業運営方針に対する理解度が高いこと、新株予約権行使価格の修正条項

のない条件合意ができたことを選定理由としております。 

 ２． 割当先であるＧ＆Ｗ投資事業有限責任組合に関して、当社役職員による出資および

投資はしておりません。 

 


