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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、2007 年 3 月 19 日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株式の発行及び第９回

新株予約権の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。 

記 

【１】第三者割当による新株式発行及び新株予約権の発行目的 

当社グループでは、現在主力事業への注力ならびに業績の黒字安定化を目指しております。このような状

況の中、平成 19 年 3 月 13 日に第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。今

回当社は、更なる上記の強化を図るため、第三者割当の方法による新株式の発行及び第９回新株予約権の

発行を決定いたしました。 

第９回新株予約権についても、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債と同様に、いわゆる MS

（Moving Strike）型とは異なり行使価額の修正条項は付されておりませんので、株価の上昇に伴い行使が促

進されるため株式価値の希薄化を抑えつつ自己資本の増強を図ることができます。 

なお、発行時における調達資金は第三者割当の新株式発行および新株予約権の払込みによる 665 百万

円、発行日以降において新株予約権が行使されることに伴う調達資金は 1,100 百万円であります。 

 

【２】第三者割当による新株式発行及び新株予約権の概要 

 

１．新株式発行要領 

（１）発行新株式  当社普通株式 

（２）発行株式数  30,000,000 株 

（３）払込金額  １株につき 22 円 

（４）払込金額の総額 金 660,000,000 円 

（５）増加する資本金の額  １株につき 11 円 

（６）増加する資本金の総額  金 330,000,000 円 

（７）増加する資本準備金の額  １株につき 11 円 

（８）増加する資本準備金の総額  金 330,000,000 円 

（９）申込期日 平成 19 年 4 月 3 日（予定） 

（10）払込期日 平成 19 年 4 月 3 日（予定） 

（11）新株式の割当を受ける者及び割当てる新株式の数 

①割当先   （住 所）   東京都中央区日本橋兜町 11 番７号 

    （名 称）   株式会社 鈴加 

   （代表者）   代表取締役 平林 浩二 

   （事業内容） 投資業 

②割当てる新株式の数 30,000,000 株 
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（12）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。 

（13）払込金額の決定 

払込金額の算定方法は、平成19年2月26日から平成19年3月16日までの、東京証券取引所における

15営業日の当社普通株式の終値の平均23.86円の92.18％の１株あたり22円といたしました。 

 

２．新株予約権発行要領 

（１）新株予約権の名称 ニューディール株式会社第９回新株予約権 

（２）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

①株式の種類及び数 当社普通株式 50,000,000 株（新株予約権１個につき 1,000 株） 

 ②株式の数の調整 

 当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合を行

う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとし、調整の

結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

（３）発行する新株予約権の総数 50,000 個 

（４）新株予約権の払込金額  100 円（１株あたり 0.1 円） 

（５）新株予約権の払込金額の総額 5,000,000 円 

（６）募集方法 

   特定の第三者に割り当てます。 

（７）新株予約権の割当を受ける者及び割り当てる新株予約権の数 

①割当先   （住 所）   東京都千代田区平河町二丁目４番４号ビュロー紀尾井町 403 号 

    （名 称）   株式会社カレッジインベストメント 

   （代表者）   代表取締役 高田 信夫 

   （事業内容） 投資業 

②割当てる新株予約権の数 50,000 個 

（８）新株予約権の申込日 平成 19 年 4 月 3 日（予定） 

（９）新株予約権の払込期日及び割当日 平成 19 年 4 月 3 日（予定） 

（10）各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行使価額  １個につき 22,000 円（１株につき 22 円） 

 ②行使価額の調整 

 行使価額は、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合は、次の算式により調整さ

れます。尚、次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式とし保有する当社普通株式

の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し、又は自己株式を処分

する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとします。但し、

円位未満小数は切り捨てます。また、次の算式において「時価」とは、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マザーズ市場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。）の平均値とします。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

位を切捨てます。 

 
                  既発行   新発行株式数 × 1 株当り払込金額 
                       ＋ ―――――――――――――――― 
調 整 後   調 整 前   株式数       1 株当り時価 
       ＝        × ―――――――――――――――――――――― 
行使価額   行使価額      既発行株式数 ＋ 新発行株式数 
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尚、行使価額は、株式の分割（当社普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合の場合、

時価を下回る払い込み価額で自己株式を処分する場合、株式に転換できる証券を発行する場合、

又は新株予約権若しくは新株予約権を付与された証券の発行が行われる場合、当社を存続会社と

する合併の場合、当社を承継会社とする吸収分割の場合、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場合、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場合にも当社が必要と認める調整を行

います。 

（11）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 

  1,100,000,000 円 

（12）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 

現在の東京証券取引所マザーズ市場における当社の株価推移を総合的に勘案し、各新株予約権

の払込金額は、上記(4)のとおりとした。さらに、各新株予約権の行使価額については、平成 19 年 2

月 26 日から平成 19 年 3 月 16 日までの 15 営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終

値の平均 23.86 円の 92.18％の１株当たり 22 円とした。 

（13）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および資本準備金に関する事項 

①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。 

②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①記

載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

（14）新株予約権の行使期間 

 平成 19 年 4 月 4 日より平成 20 年 4 月 3 日とします。 

（15）新株予約権の行使条件 

 各新株予約権の行使に当たっては、一部行使は出来ないものとします。 

（16）新株予約権の取得の事由及び条件 

当社が吸収合併による消滅並びに株式交換又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、取締役会が別途定める日に、当社は、未行使の新株予約

権の全部を無償にて取得することができます。 

（17）譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を受けなければこれをすることができないもの

とします。 

（18）新株予約権の行使請求受付場所 

 当社管理本部 

（19）新株予約権証券の発行 

①新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、当社はこれを発行します。但し、発

行する新株予約権証券は、記名式に限るものとします。 

②新株予約権者は、新株予約権証券につき、記名式の新株予約権証券を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ません。 

（20）会社法その他の法律の改正等、本要項規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には当社は必

要な措置を講じます。 

（21）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します。 
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【３】新株式発行及び新株予約権発行の日程 

１．新株式発行の日程 

平成 19 年 3 月 19 日(月) 新株式発行決議 

平成 19 年 3 月 19 日(月)  有価証券届出書提出 

平成 19 年 3 月 30 日(金)(予定) 有価証券届出書効力発生 

平成 19 年 4 月 3 日(火)(予定) 申込期日・払込期日 

２．新株予約権発行の日程 

平成 19 年 3 月 19 日(月) 新株式発行決議 

平成 19 年 3 月 19 日(月)  有価証券届出書提出 

平成 19 年 3 月 30 日(金)(予定) 有価証券届出書効力発生 

平成 19 年 4 月 3 日(火)(予定) 申込期日・払込期日・新株予約権割当日 

平成 19 年 4 月 4 日(水)(予定) 新株予約権行使請求期間の開始日 

 

【４】新株式発行及び新株予約権行使後の発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,654,900 株

ストックオプション未行使分(発行日：平成 15 年 11 月 27 日) 1,396,000 株

無担保転換社債型新株予約権付社債新株予約権未行使分 30,000,000 株

新株式発行（平成 19 年 4 月 3 日予定） 30,000,000 株

第９回新株予約権未行使分 50,000,000 株

新株式発行及び新株予約権行使後の発行済株式総数 298,050,900 株

※ 第４回新株予約権は一部行使、一部取得及び消却済 

※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 

※ 第６回、第７回、第８回新株予約権は全部取得及び消却済 

 

【５】新株式発行及び新株予約権発行の理由及び資金の使途等 

(1) 新株式発行及び新株予約権発行の理由 

 事業の構築・拡大 

(2) 増資調達資金の使途 

 ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金、美術品買付資金、セレブ・ファッション事業の商品仕入資

金及び新製品開発資金 

(3) 業績に与える見通し 

 現段階では未定ですが、詳細が判明次第発表いたします。 

 

【６】株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、長期的かつ総合的な株主利益の向上を図ることを利益配分に関する基本方針とし

ております。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を、もっとも重要な経営方針のひとつとして考えておりますが、

累積損失を計上している状況にあることから、現在まで利益配当を実施しておりません。今後、黒字

化を達成し、安定した利益の蓄積により資産の内容を整え、早期に株主還元を図る所存であります。 

(3) 内部留保資金の使途 

事業の強化、新規事業の開発 
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【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 

(1) 主なエクイティ・ファイナンスの状況 

発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 ( 千 円 ) 資本準備金(千円) 

年月日 

増 減 数 総 数 残 高 増 減 額 残 高 増 減 額 残 高 

摘      要 

平成16年4月7日 10,000,000 386,549,000 40,500 5,024,950 40,500 3,375,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数   10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年4月8日 40,000,000 426,549,000 162,000 5,186,950 162,000 3,537,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     40,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年4月13日 40,000,000 466,549,000 162,000 5,348,950 162,000 3,699,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     40,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月10日 50,000,000 516,549,000 202,500 5,551,450 202,500 3,902,053 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月17日 10,000,000 526,549,000 40,500 5,591,950 40,500 3,942,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月19日 50,000,000 576,549,000 202,500 5,794,450 202,500 4,145,053 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年7月21日 50,000,000 626,549,000 202,500 5,996,950 202,500 4,347,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年7月29日 10,000,000 636,549,000 40,500 6,037,450 40,500 4,388,053 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年11月26日 3,000,000 639,549,000 12,150 6,049,600 15,150 4,400,203 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      3,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年12月13日 5,000,000 644,549,000 20,250 6,069,850 20,250 4,420,453 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年1月12日 2,000,000 646,549,000 8,100 6,077,950 8,100 4,428,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      2,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年2月22日 60,000,000 706,549,000 243,000 6,320,950 243,000 4,671,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     60,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年3月23日 4,000,000 710,549,000 16,200 6,337,150 16,200 4,687,753 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年3月30日 16,000,000 726,549,000 64,800 6,401,950 64,800 4,752,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     16,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年7月1日 － 72,654,900 － 6,401,950 － 4,752,553 10株を１株に併合 

平成17年9月27日 － 72,654,900 － 6,401,950 -4,752,553 0 資本準備金取り崩し 

平成17年9月30日 20,000,000 92,654,900 501,000 6,902,950 501,000 501,000 

第４回新株予約権の行使 

発行株数     20,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月6日 5,000,000 97,654,900 125,250 7,028,200 125,250 626,250 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月11日 6,450,000 104,104,900 267,997.5 7,296,197.5 267,997.5 894,247.5 

第５回新株予約権の行使 

発行株数      6,450,000株 

行使価額      83.1円 

平成17年10月12日 5,550,000 109,654,900 230,602.5 7,526,800 230,602.5 1,124,850 

第５回新株予約権の行使 

発行株数      5,550,000株 

行使価額      83.1円 
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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。 

 

 

発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 ( 千 円 ) 資本準備金(千円) 

年月日 

増 減 数 総 数 残 高 増 減 額 残 高 増 減 額 残 高 

摘      要 

平成17年10月13日 10,000,000 119,654,900 250,500 7,777,300 250,500 1,375,350 

第４回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月14日 9,000,000 128,654,900 225,450 8,002,750 225,450 1,600,800 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      9,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月17日 1,000,000 129,654,900 25,050 8,027,800 25,050 1,625,850 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      1,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月18日 5,000,000 134,654,900 125,250 8,153,050 125,250 1,751,100 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月15日 4,000,000 138,654,900 100,200 8,253,250 100,200 1,851,300 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月16日 4,000,000 142,654,900 100,200 8,353,450 100,200 1,951,500 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月19日 4,000,000 146,654,900 100,200 8,453,650 100,200 2,051,700 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月26日 3,000,000 149,654,900 75,150 8,528,800 75,150 2,126,850 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      3,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年2月14日 8,000,000 157,654,900 200,400 8,729,200 200,400 2,327,250 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      8,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年2月15日 2,000,000 159,654,900 50,100 8,779,300 50,100 2,377,350 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      2,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年3月16日 9,000,000 168,654,900 225,450 9,004,750 225,450 2,602,800 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      9,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年3月30日 18,000,000 186,654,900 450,900 9,455,650 450,900 3,053,700 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      18,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年9月26日 18,000,000 186,654,900 450,900 9,455,650 -3,053,700 0 資本準備金取り崩し 

 

(2) 過去３決算期間及び直前の株価の推移 

 平成 16 年 6 月期 平成 17 年 6 月期 平成 18 年 6 月期 

始 値 9,800 円 220 円 101 円 

高 値 43,000 円 370 円 144 円 

安 値 7,700 円 60 円 29 円 

終 値 21,000 円 100 円 43 円 

（注）株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 
 （注）平成 17 年 6 月期の株価は、平成 17 年 7 月 1 日に実施いたしました 10 株を１株に併合
    する株式併合後の数値に修正しております。 
 

(3) 潜在株式による希薄化情報 

今回の新株予約権発行により潜在株式（ストックオプション未行使分1,396,000株、平成19年3月28日

払込み予定の第１回無担保社債転換型新株予約権付社債分30,000,000株及び今回新株予約権発

行分50,000,000株にて合計81,396,000株となります。）の比率は、平成19年3月19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（216,654,900株）に対して、

37.6％となります。 

以上 
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