
 

 

平成19年３月28日 

各  位 
 

会 社 名   株式会社デジタルアドベンチャー  
代 表 者   代表取締役社長 蛭田 達朗 

（ヘラクレス・コード 4772） 

問合せ先   取締役総務・法務部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 矢島 重比古 

ＴＥＬ    03-5772-7291 

 

 

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年３月28開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、

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 

１．新株式発行要領 

 （１） 募集株式の種類及び数   普通株式 3,630,000株 

 （２） 払込金額（発行価額）   1株につき 金 138円 

 （３） 払込金額の総額     500,940,000円 

 （４） 増加する資本金及び    増加する資本金の額   250,470,000円 

 増加する資本準備金の額  増加する資本準備金の額 250,470,000円     

 （５） 申 込 期 日     平成19年４月12日（木曜日） 

 （６） 払 込 期 日     平成19年４月13日（金曜日) 

 （７） 配 当 起 算 日     平成19年４月１日 

（８） 割当先及び株式数    Napa Partners  3,630,000株 

（９）  新株式の継続所有の取決めに関する事項 

 当社は割当先との間において、割当新株式について、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、割当先との間において、新株式発行日（平成

 19年４月13日）より２年間において、割当新株式の全部または一部を譲渡する場

 合は、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定であります。 

（10）  払込金額の決定方法 

 当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近3ヶ月（平成18年12月28日～平成

 19年３月27日）の、大阪証券取引所が公表した当社株式の終値の平均値（137.93

 円）を参考として、少数点以下を切り上げて138円（アップ率0.05％）としました。 

 （11）  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。 



 

【ご参考】 

１．発行済株式総数の推移 

  現在の発行済株式総数    25,959,018株 

  第三者割当増資による増加株式数     3,630,000株 

  増資後の発行済株式総数            29,589,018株 

 

２．増資の理由及び資金の使途等 

今回の第三者割当増資により調達した資金は、平成17年７月29日開催の取締役会決議に

て発行された転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当する予定であります。 

 

３．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，競争優位の経営基盤の確立と収益力の向上に努める一方，株主各位への利

益還元と将来の事業展開のための内部留保とのバランスを考慮しながら安定した

配当を継続していくことを基本方針としております. 

 （２） 配当決定にあたっての考え方 

     当社は，企業体質の強化と今後の事業展開のため，内部留保を確保しつつ,各期の

経営成績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。 

 （３） 内部留保資金の使途 

     内部留保金につきましては，今後成長・発展する市場を見据え，優良コンテンツの

取得等，競争優位増強のための資金に充当し，将来業績の向上を通じて株主の皆様

に還元していきたいと考えております。 

 

４．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 

（千円） 

増資後資本金 

（千円） 
摘  要 

平成16年３月11日    197,663 1,035,307 有償第三者割当 

平成16年９月10日    630,800 1,666,107 有償第三者割当 

平成17年２月16日    339,295 2,005,402 有償第三者割当 

平成18年１月16日  1,791,000 3,796,402 有償第三者割当 

平成17年４月１日～

平成18年３月31日  340,718 4,137,120 新株予約権の行使 

 （２） 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 16年３月期 17年３月期 18年３月期 19年３月期 

始   値 384円 375円 475円 510円 

高   値 599円 751円 750円 536円 

安   値 281円 342円 376円 105円 

終   値 362円 467円 500円 177円 

株価収益率 －倍 －倍 56.43倍 －倍 

(注) １  平成19年３月期は，平成18年４月１日から平成19年３月27日までの株価を 



 

記載しております     

２ 各決算期の株価収益率は、当該決算期末の株価（終値）を１期前の決算    

期末の１株当たり当期純利益で除した数値であります。 

 ３  株価収益率は、平成16年３月期から平成17年３月期については前期損失の

ため、平成19年３月期は未定のため記載しておりません。 

 

５．割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 Napa Partners 

割当株数 3,630,000株 

払込金額 500,940,000円 

所在地 
Century Yard, Cricket Square 
Hutchings Drive, PO Box 2681 GT 
George Town, Grand Cayman Islands 

代表者の役職・氏名 Director  Bradford L. Caswell 

資本の額 ― 

事業の内容 投資事業 

割当予 

定先の 

内容 

大株主 ― 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
該当事項はありません。 

出資 

関係 割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

当社と 

の関係 

取引 

関係 人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 該当事項はありません。 

 

６．増資後の大株主構成等 

 名  称 所有株式数 

（千株） 

構成比 

（％） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MOVIDA HOLDINGS株式会社 

Napa Partners 
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

アジアングルーヴ株式会社 

大阪証券金融株式会社 

ウツミ証券金融株式会社 

大和証券株式会社 

亀井将一 

株式会社テラ・コーポレーション 

寺田倉庫株式会社 

5,000 

3,630 

2,900 

1,100 

825 

502 

   362 

339 

        330 

        318 

  16.89 

  12.21 

   9.80 

   3.72 

   2.79 

   1.70 

   1.22 

   1.15 

   1.11 

   1.07 

 計 15,306   51.73 

 発行済株式総数 29,589 100.00 

      （注）割当先以外の名称、所有株式数及び構成比は、平成18年９月30日現在を基準に

しております  

                                 以 上 


