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平成 19 年４月 17 日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 タ ス コ シ ス テ ム 

代表者名  代表取締役    山本 健一郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2709） 

問合せ先  執行役員経営企画室兼広報・IR 室室長三井 規彰 

電話 03-5572-6011  

 

 

第三者割当による新株式発行、新株予約権発行及び無担保転換社債型新株予約権付社債発行 

ならびに「平成 20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債」 

の買入消却に関するお知らせ 

 

 
当社は、平成 19 年４月 16 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、新株予

約権発行及び無担保転換社債型新株予約権付社債発行ならびに「平成 20 年 10 月 24 日満期無担保

転換社債型新株予約権付社債」の買入消却を行うことを決議しましたので下記のとおり、お知ら

せいたします。 
 
 

記 
 
 
Ⅰ．新株式、新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債発行ならびに「平成 20 年 10 月

24 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債」の買入消却を行う理由 
 
１．今回の資本政策に至った経緯 
 

 当社は、平成 17 年 12 月期より、人員削減をはじめとする販売管理費の削減をドラスティック

に実施し、また、保有資産の見直しを図り、不良採算店舗の追加撤退を決め、少数精鋭の贅肉を

落とした筋肉質の店舗体制の構築を行いました。同時に平成 18 年 12 月期第４四半期においては

資本政策を二度実施し資本増強を図ったことから、平成 18 年 12 月期中間期において発生してお

りました債務超過については解消することが出来たと考えておりました。しかしながら、当社が

予定していた以上の固定資産の減損損失の追加計上や、これまで計上を行っていなかった株主優

待制度に対する引当金の計上を求められるなど、当社と監査法人との見解の相違により、平成 18
年 12 月期末において、約 66 億円の特別損失を計上することになり、約 16 億円の債務超過とな

っております。 
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 この件に関しまして、財務体質の早期強化を図るため、資本充実策について鋭意検討を重ね、

平成 19 年４月 16 日開催の取締役会において資本政策を以下のとおり決議いたしましたのでお知

らせいたします。 
 
 
２．割当先について 
 
第三者割当による新株式発行と新株予約権を引受けるトライゴン有限会社（以下トライゴンと

いう。）は、平成 16 年５月に設立され、立地選定から企画、メニュー開発、オペレーションマニ

ュアルなどの構築、業態のブランディング、メディア戦略に至るまで、トータルで店舗開発を行

う企業であり、鶏料理『はし田屋』のプロデュースおよび運営も行いメディア、業界においても

注目を浴びている業態であります。また、トライゴン代表の橋田佳明氏においては、デザイナー

である森田恭通氏や道下浩樹氏が在籍していたデザイン事務所「イマジン」の代表を務め、商業

施設を中心とした設計、デザイン、業態構築などの実績も数百店舗にのぼります。また、株式会

社ちゃんとの CDO（チーフ・デベロップメント・オフィサー）をかつて勤めた経験もある他、カ

フェバール『プロント』では、業態の蘇生改革に加わり、飲食テーマパーク『道頓堀極楽商店街』

の立ち上げや昭和 30 年代前半のレトロ空間を演出したお好み焼き屋『ぼちぼち』のプロデュース

の一員にも加わり、餃子店「大阪王将」を営むイートアンド株式会社では顧問として、同社の店

を次々業態転換するなど、飲食業界での幅広いネットワークと実績を有している人物であります。 
トライゴンは、当社の飲食関連事業である食品流通事業、リーシング事業、商業施設開発事業、

人材開発事業およびプレス・広報事業の「食にまつわる付帯事業」について、橋田氏が有する、

国内外の企業との広範なネットワークを活用していくことで、当社の経営の早期安定と、取引先、

市場等における信用回復が可能と判断し、この度投資していただくことになったものです。 
今後、当社とトライゴンは今回の資本提携に加えて、同社のネットワークを活用し、現業態の

ブラッシュアップと流通及び人材活性を主軸に、各店舗の収益改善についてスピード感をもって

実施していくと共に、ＦＣオーナー様との共栄を目的に、外部有識者を招き飲食業市場に於ける

「戦略シンクタンク」を設置していくことを核とした業務提携について、今後協議をしていくほ

か、トライゴンからの役員派遣に関しても検討することになっております。したがいまして、ト

ライゴンは当社株式について長期保有を目的としております。なお、業務提携の詳細につきまし

ては決定次第お知らせいたします。 
 また、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債を引受ける NK2 事業再生投資事業有限責任

組合は、事業再生を行う企業への投資を前提としております。同組合の代表土屋氏からは、平成

18 年 12 月期に行った資本政策時より、当社の事業再生への取り組み方については一定の評価をい

ただいておりましたが、前期において、当社が徹底的な資産のリストラを行い、飲食直営事業に

経営資源を集中投入したことにより、主力業態を中心に店舗マネジメント力が向上し、店舗実績

が堅調に推移していることを受け、同組合から事業再生における当社の取り組みに賛同いただい

た結果、今回純投資目的で投資をしていただくことになったものです。 

平成 18 年 12 月期において債務超過に陥っている当社にとりまして、早期に債務超過解消の目

処をつけること、また、自己資本の充実を図り財務基盤を強化していくことが急務であります。

加えて、平成 18 年 12 月期決算説明資料にも記載しておりますとおり、平成 19 年 12 月期をリス
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トラ最終期と位置づけ、『原点回帰・本業集中による収益を黒字化の実現』を確実に実行し、平成

20 年 12 月期において、磐石な収益および財務基盤を構築するという、当社の再成長シナリオを確

実なものにしていくためには、トライゴンとのシナジー強化を図ることが重要であると捉え、同

社を割当先として第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を行うものであります。 
 また、当社としても更なる自己資本の充実を図り財務基盤の強化を図っていくために、ＮＫ２

事業再生投資事業有限責任組合に対して、新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行するものであります。 
 

 

３．新株式の発行に加え、新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに、

「平成 20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債」を買入消却する理由につ

いて 

 

 今回、新株式の発行に加え、無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することは、先方の意

向によるものでありますが、平成 18年 12月期において債務超過となっている当社としましては、

財務体質を早期に強化することが経営上の最重要課題であると考えており、今回の資本政策を確

実に実行していくことで、企業価値を高めて株価の安定を図り、株式への転換を促進させ、自己

資本の一層の充実と財務体質の安定を図ることが可能と判断したことによります。 
今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債および新株予約権につきましては、平成 18 年

10 月 25 日に発行したものと同様、転換価額の修正条項がついていない社債であることをご報告さ

せていただきます。 
なお、昨今の当社の株価が、平成 18 年 10 月 25 日に発行しました「平成 20 年 10 月 24 日満期

無担保転換社債型新株予約権付社債」の転換価格を大きく下回る水準で推移していることで、こ

れにより株式への転換が進まず、当社の最大の課題である自己資本の充実が図られない状況であ

るため、将来的な償還リスクを軽減することを目的として、平成 19 年５月７日において、「平成

20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債」の買入消却を予定しております。 
また、新株予約権の発行は、急激な株式価値の希薄化を抑えつつ、今後の出店資金や業態開発

資金の調達、及び自己資本の充実による財務体質の強化を機動的に行うためのものであります。

更に、本新株予約権の目的である当社普通株式数は 179,700 株で一定であるため、株価動向によ

らず、最大希薄化株式数が限定されることから発行をすることにしたものです。 
 
 
４．失権のリスクについて 
 
当社としては２度の失権を起こした結果、株式市場に混乱を与えた事実を重く受け止め、今回

の資本政策においては、発行決議を行うまでに損害賠償請求条項が付された株式引受契約を締結

することとし、また、株式引受先が反社会勢力ではないことの確認を行うなど、より一層、細心

かつ慎重に対応をしております。 
トライゴンとは、平成 19 年４月 16 日付けにて、払込義務を履行しない場合には、株式引受額

と同額の損害賠償請求条項が付された株式引受契約を締結しております。当社への投資資金は、
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取引先等からの借入金により行う旨の報告を受けております。なお、借入先について、トライゴ

ンより、反社会勢力からの借入ではない旨の報告を受けていることを合わせてお知らせいたしま

す。 
 また、トライゴンの経営成績および財政状態は、下記割当先の概要に記載のとおりです。ＮＫ

２事業再生投資事業有限責任組合については、設立間もないことから投資実績を証明するものが

ありませんが、上記２の割当先について記載しているとおり、当社の事業再生における過程に対

する評価と今後の取り組みについて賛同いただいたことなどを総合的に勘案し、当社として同組

合に割当てることを決めております。 
 
 
Ⅱ．第三者割当による新株式発行 
 

1. 発行新株式数 普通株式  169,118 株 

2. 発行価額 １株につき 金 11,826 円 
3. 発行価額の総額 1,999,989,468 円 

4. 資本組入額 １株につき 金 5,913 円 

5. 資本組入額の総額 999,994,734 円 

6. 申込期間 平成 19 年４月 25 日（水曜日）～平成 19 年５月１日（火曜日） 

7. 払込期日 平成 19 年５月２日（水曜日） 

8．新株券交付日 平成 19 年５月２日（水曜日） 

9．割当先及び割当株式 

  数 

トライゴン有限会社 169,118 株 

10.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、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、効

力発生日（平成 19 年５月２日）より２年間において、当該割当新株

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。 

(注)発行価額の決定方法 

  新株式発行を決議した取締役会の前取引日(平成 19 年４月 13 日金曜日)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(13,140 円)に 90％を乗

じた金額(1 円未満切捨て)といたしました。 
 
 
Ⅲ．第三者割当による新株予約権発行 
 

1.本新株予約権の名称 株式会社タスコシステム第４回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いう。） 

2.本新株予約権の総数 1,797 個 
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3.本新株予約権の払込

金額 

67,586,967 円とする。 

4.本新株予約権の払込

期日 

平成 19 年５月２日 

5.本新株予約権の割当

日 

平成 19 年５月２日 

6.募集の方法 第三者割当の方法により、691 個をトライゴン有限会社、1,106 個を

NK2 事業再生投資事業有限責任組合に割り当てる。 

7.本新株予約権の目的

である株式の種類お

よび数 

本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社普通株式

179,700 株とする(本新株予約権 1個の目的である株式の数(以下「割

当株式数」という。)は 100 株とする。)。ただし、第 13 項により、

割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の

総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

8.各本新株予約権の目

的である株式の数の

調整 

(1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項に定義する。)の

調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるもの

とする。ただし、調整の結果生じる 1株未満の端数は切り捨てるも

のとする。 

 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額 調整後割当株

式数 
＝

調整後行使価額  
  

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、第 13

項に定める調整前行使価額および調整後行使価額とする。 

(2)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 13 項第

(2)号および第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調

整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により

その旨およびその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数およ

びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された

各新株予約権者に通知する。ただし、第 13 項第(2)号②ただし書に

示される株式分割(株式無償割当を含む。以下同様とする。)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

きは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 



 6 

9.各本新株予約権の払

込金額及び算定方法 

 

本新株予約権 1個当たり 37,611円(本新株予約権の目的である株式 1

株当たり 376 円) 

新株予約権の価値の算定については、ブラック・ショールズモデルや

二項モデルが一般的なオプションモデルであることから、当社はブラ

ック・ショールズモデルを用いてオプション・バリューを算定した。

ボラティリティには、当社株価が、①下方トレンドが認められること、

②取引数が少ないため、市場の思惑によって時折、大きく振れる場面

が見られること、③直近、1 年において、業績が大幅に下方している

ことから、今後の当社業績回復等により当社のボラティリティも

TOPIX のヒストリカル・ボラティリティに収斂していくと判断し、

直近 3 ヶ月の TOPIX のボラティリティを参考に決定した。 

10.本新株予約権の行

使に際して出資され

る財産の価額 

本新株予約権 1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額

(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の

行使により当社が当社普通株式を新たに発行し、またはこれに代えて

当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行または

移転を「交付」という。)する場合における株式 1 株当たりの払込金

額(以下「行使価額」という。)は、平成 19 年４月 13 日金曜日の株 
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 (13,140 円)に 110％を乗じた金額(1 円未満切捨て)とした。 

11.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

及び資本準備金に

関する事項 

１．発行価格 １株あたり 14,454 円 

２．資本組入額 １株あたり 7,227 円 

(1)本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

の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。 

(2)本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、本項(1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

12.行使価額の修正 本新株予約権の行使価額の修正は行わない。 

13.行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由によ

り当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性

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。）

をもって行使価額を調整する。 

 

既発行

株式数 ＋

新発行・ 

処分株式数 ×

1 株当たりの 

払込・処分価額 

 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  
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 (2)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

およ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。 

  ①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額または処分価額

をもって当社普通株式を新たに発行また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される証

券もしくは転換できる証券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。）

の転換または行使による場合を除く。）。 

   調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のため

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。 

   ②株式分割により普通株式を発行する場合。 

   調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これ

を適用する。ただし、剰余金から資本に組み入れられることを条

件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取

締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議

をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日

とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本組入れ

の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

    なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための基準日

の翌日から当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終

結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法に

より、当社普通株式を交付するものとし、株券の交付について

は第 21 項第(2)号の規定を準用する。 

 

 
 

  
株式数 

 
＝ 

(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 
調整前行使価額－調整後行使価額 

 

      この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現

金による調整は行わない。 

   ③本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株

式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を

発行する場合。 

   調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権もしく

は新株予約権付社債のすべてが当初の転換価額で転換されまた

は当初の行使価額で行使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（新株予約権が無償に
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て発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただ

し、その証券の募集の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。 

(3)①行使価額調整式の計算の結果生じる円位未満の端数は切り捨て

るものとする。 

  ②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(2)号②ただし書の場合は株主割当日）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。 

   ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合

はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適

用する日の 1か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(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用す

る新発行・処分株式数は、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。 

(4)本項第(2)号の行使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、必要な行使価額の調整を行う。 

  ①株式の併合、資本金の額の減少、会社法第 2条 28 号に定められ

た新設分割、会社法第 2条 29 号に定められた吸収分割、または

合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

   ②その他当社普通株式数の変更また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とき。 

  ③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。 

(5)本項第(1)号ないし第(4)号により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およびその事由、調整前の

行使価額、または調整後の行使価額およびその適用の日その他必

要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知す

る。ただし、本項第(2)号②ただし書に示される株式分割の場合そ

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

は、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

14.本新株予約権の権

利行使期間 

平成 19 年５月３日から平成 20 年５月２日まで(ただし、第 16 項各号

に従って本新株予約権の全部または一部が取得される場合、取得され

る本新株予約権については、取得のための公告がなされた日の翌日を
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権利行使期間の最終日とする。)。ただし、権利行使期間の最終日が

銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 

15.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ものとする。 

16.本新株予約権の取

得事由および取得

の条件 

(1)当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の

発行日の翌日以降、本新株予約権証書が発行されている場合は当

社取締役会で定める取得日に先立つ 1 か月以上前に新株予約権証

券を当該取得日までに当社に提出すべき旨を公告し、かつ新株予

約権原簿に記載された各新株予約権者に対して通知を行った上

で、当該取得日に、本新株予約権 1個当たり 37,611 円にて、残存

する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。一

部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うも

のとする。 

(2)当社は、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承認決議した場合、本新株予約権証

券が発行されている場合は当社取締役会で定める取得日に先立つ

1 か月以上前に新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出す

べき旨を公告し、かつ、新株予約権原簿に記載された各新株予約

権者に対して通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権 1

個当たり37,611円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

17.本新株予約権の譲

渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

18.本新株予約権行使

請求および払込み

の方法 

(1)本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行使

請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記

名捺印の上、これを第 19 項に定める行使請求受付場所（以下「行

使請求受付場所」という。）に提出するものとする。当該行使に

かかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されている場合

には、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければならな

い。 

(2)前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により交

付される当社普通株式にかかる行使価額の全額（以下「払込金」

という。）を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社の指定

する口座（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。

(3)行使請求受付場所に本新株予約権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。 

19.本新株予約権の行

使請求受付場所 

株式会社タスコシステム経営管理本部人事総務部 

20.本新株予約権の行

使に関する払込取

扱場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店 

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
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21.本新株予約権行使

の効力発生時期等 

(1)本新株予約権の行使の効力は、行使請求書および当該行使にかか

る本新株予約権の新株予約権証券が行使請求受付場所に到達し、

かつ払込金が指定口座に入金されたときに生じるものとする。 

(2)当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付

する。 

22.新株予約権証券の

発行 

新株予約権者の請求あるときに限り新株予約権証券を発行するもの

とする。 

  

 
 Ⅳ．平成 22 年５月２日満期無担保転換社債型新株予約権付社債発行 

1. 募集社債の名称 平成 22 年５月２日満期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. 募集社債の総額 金 1,300,000,000 円 
3. 各募集社債の金額 金 100,000,000（1 億）円の 1 種 
4. 新株予約権付社債

券の発行及びその

形式 

本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行するもの

とし、当該新株予約権付社債券は無記名式とする。本新株予約権付社

債の社債権者は本新株予約権付社債券について、記名式の新株予約権

付社債券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または本新株予約権の一方のみを譲渡するこ

とはできない。 

5. 利率 本社債に利息は付さない。 
6. 利払期日 該当事項なし。 
7. 利払方法 該当事項なし。 
8. 払込金額 額面 100 円につき金 100 円 

ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払い込みは要しない。 
9. 申込期間 平成 19 年４月 25 日（水）から平成 19 年５月１日（火） 
10. 払込期日及び発行

日 
平成 19 年５月２日（水） 

11. 募集の方法 第三者割当の方法により、金 1,300 百万円を NK2 事業再生投資事業

有限責任組合に割当てる。 
12. 物上担保・保証の有

無 
該当事項なし。 

13. 社債管理者の不設

置 
本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書の要件を充たすもの

であり、社債管理者は設置しない。 
14．償還の方法及び期限 ① 満期償還 

平成 22 年５月２日（償還期限）に本社債額面金額の 110％で償

還する。 
  ② 買入消却 
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当社は発行日以降、随時本社債を買い入れ、これを消却すること

ができる。この場合、買入れにかかる本社債と一体をなす本新株

予約権も無償で取得するものとする。 
  ③ 繰上償還 
   

 
(ⅰ) 当社が吸収合併による消滅及び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、当該効力発生日以前に残存する本社債の

全部を本社債額面金額に対する下記の割合で表される償

還金額で繰上償還することができる。この場合、本社債と

一体をなす本新株予約権も無償にて取得するものとする。 
平成 19 年５月３日から平成 20 年 10 月２日まで 120% 
平成 20 年 10 月３日から平成 22 年５月２日まで 105%

   (ⅱ) 
 
 
 
 
 
(ⅲ) 

元本の支払遅延その他本社債の要項記載の一定の事由が

生じた場合、本社債権者は、当社に対して、本社債の期限

の利益喪失を通知することができる。同通知がなされた場

合、当社は、本社債の額面金額にて直ちに本社債の全額を

償還しなければならない。この場合、本社債と一体をなす

本新株予約権も無償にて取得するものとする。 
平成 20 年 10 月３日以降、当社は、本社債権者の要求があ

る場合は、本社債額面金額に対する 105%の割合で表され

る償還金額にて直ちに、当該要求に応じて本社債の一部又

は全部を償還しなければならない。この場合、本社債と一

体をなす本新株予約権も無償にて取得するものとする。 
① 本社債に付された本新株予約権の数 15．本新株予約権に関す

る事項  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 本新株予約権の目的である株式の種類

および数 
 

   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、その

行使により当社が当社普通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移転（以下、当社普通株式の発行又

は移転を当社普通株式の「交付」という。）する数は、行使請求

に係る本社債の払込金額の総額を下記③記載の転換価額で除し

た数とする。ただし、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。 
  ③ 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産及びその

価額 
   (ⅰ) 本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的は、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、当

該本社債の払込金額と同額とする。 
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   (ⅱ) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1株当たりの

額（以下「転換価額」という。）は、当初 12,483 円（平成

19 年４月 13 日の株式会社ジャスダック証券取引所におけ

る当社株価終値 (13,140 円)に 95％を乗じた金額(1 円未満

切捨て)）とする。 
   (ⅲ) 転換価額の調整 

新株予約権付社債の発行後、本項第（ⅳ）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「転換

価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 
 

 交付株式数 × 1 株当たりの発行価額 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＋交付株式数  

    
(ⅳ) 

 
転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の

調整を行う場合及びその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ものとする。 
    （イ）本項第(ⅴ)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。)  
調整後の転換価額は、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。 
    （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。 
調整後の転換価額は、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
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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(ⅴ)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(ⅴ)
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。 
調整後の転換価額は、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

転換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、調整後の転

換価額は、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

たものとみなして転換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
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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 

 
     この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。 
   (ⅴ) （イ） 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 位を切りすてる。 
    （ロ） 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換

価額を適用する日(ただし、本項第(ⅳ)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） 転換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

場合は効力発生日)がない場合は、調整後の転換

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(ⅳ)号（ロ）の株式分割の場合には、

転換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。 
   (ⅵ) 本項第（ⅳ）号の転換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

により転換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転換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
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は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換

価額の調整を必要とするとき。 
    （ハ） 転換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転換価額の算

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。 
   (ⅶ) 転換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、調整前の転換価額、調整後の

転換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（ⅳ）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、調整後転換価額の適用の日以降すみや

かに通知する。 
  ④ 本新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しないこととする

理由およびその行使に際して払込をなすべき額の算定の理由 
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かかる本社債が出資され、また、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、かつ

本新株予約権の理論的な経済的価値と、本社債の利率、発行価額

等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的な

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。本新株予約権 1 個の行使に際して払込をなすべ

き額は本社債の払込金額と同額とし、当初の転換価額は、平成 19
年４月 13 日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社株

価の普通取引の終値（13,140 円）に 95％を乗じた金額（１円未

満切捨て）とした。 
  ⑤ 本新株予約権の行使請求期間 

平成 19 年５月３日から平成 22 年５月２日まで 
  ⑥ 割当日 

本社債の払込期日 
  ⑦ その他の本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株

予約権を行使することはできないものとする。当社が社債権者の

請求により本社債の全部または一部を繰上償還する場合には、本

新株予約権付社債券が償還金支払場所に到着したとき以後、本新

株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一

部行使はできないものとする。 
  ⑧ 本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 
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  ⑨ 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。 
  ⑩ 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 
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。 
  ⑪ 行使請求受付場所 

株式会社タスコシステム東京本社経営管理本部 人事総務部 
16．新株予約権の行使請

求方法 
① 本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行使

請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名

捺印の上、これを行使請求受付場所に提出するものとする。当該

行使にかかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されてい

る場合には、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければ

ならない。 
 ② 前号に定める受付場所に本新株予約権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ができないものとする。 
17. 償還金支払事務取扱者 みずほ信託銀行株式会社 本店 

＊ 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。 
 
 
Ⅴ．無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却について 

 
１．買入消却銘柄：平成 20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債 
２．買入消却実施日：平成 19 年５月７日（月） 
３．買入消却額：1,050,000,000 円（額面 100 円につき金 105 円） 
４．消却後残存額総額：０円 
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【ご参考】 

1．発行済株式総数の推移 

(1)現在の発行済株式総数（平成 19 年４月 16 日現在）  289,133.31 株 

(2)新株式発行よる増加株式数             169,118 株 

(3)新株式発行後の発行済株式総数           458,251.31 株  

(4)新株予約権の行使による増加株式数         179,700 株  

(5)新株予約権付社債の新株予約権行使による増加株式数 104,141 株 

 

(注)上記(4)(5)につきましては、それぞれ行使価額、転換価額の調整式により数値が変動する

可能性があります。 

2．増資後の大株主の状況 

(1)今般発行する新株式発行完了後の大株主の状況 

順位 

 

株主の名称 

 

所有株式数

（株） 

持株比率 

    (%) 

1 トライゴン有限会社 169,118 36.91 

2 店舗再生ファンド株式会社 53,200 11.61 

3 ジェイ・ブリッジ株式会社 34,850 7.60 

4 ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限責任組合 7,329 1.60 

5 トランスデジタル株式会社 6,250 1.36 

6 ミレニアファンド１号 5,028 1.10 

7 機動建設工業株式会社 3,750 0.82 

8 小杉産業株式会社 2,500 0.55 

9 株式会社クラウン・パッケージ 2,498 0.55 

10 日本製粉株式会社 2,400 0.52 

 

（注）上記は平成 18 年 12 月 31 日現在の株主名簿を基に、その後の各株主からの届けを考慮して

作成したものであります。尚、上記は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の行使及び新株予約権社債の新株予約権の行使による増加

株式数を含んでおりません。 
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(2)今般発行する新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債行使後の状況 

 

順位 

 

株主の名称 

 

所有株式数

（株） 

持株比率 

    (%) 

1 トライゴン有限会社 238,218 30.75 

2 ＮＫ２事業再生投資事業有限責任組合 214,741 27.72 

3 店舗再生ファンド株式会社 53,200 6.87 

4 ジェイ・ブリッジ株式会社 34,850 4.50 

5 ソレイユキャピタル株式会社 32,600 4.21 

6 ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限責任組合 7,329 0.95 

7 トランスデジタル株式会社 6,250 0.81 

8 ミレニアファンド１号 5,028 0.65 

9 機動建設工業株式会社 3,750 0.48 

10 小杉産業株式会社 2,500 0.32 

（注）上記は平成 18 年 12 月 31 日現在の株主名簿を基に、その後の各株主からの届けを考慮して

作成したものに、今般の第三者割当による新株式発行完了後の数字を組入れ、今般発行す

る新株予約権の行使及び新株予約権社債の新株予約権の行使による増加株式数を組入れし、

更に平成 19年５月７日に行う新株予約権社債の買入消却株式数を考慮した株式数となりま

す。 

   但し、上記には、新株予約権の行使価額及び新株予約付社債の転換価額の調整式により数

値が変動する可能性があります。 

（注）今般発行する新株式発行完了後において、トライゴン有限会社が当社の主要株主である筆

頭株主に該当し、店舗再生ファンドは筆頭株主に該当しなくなる予定です。また、ジェイ・

ブリッジ株式会社は主要株主には該当しなくなる予定です。 

 

3．資金の使途 

(1)今回調達資金の使途 
今回の調達資金に関して手取概算額は以下のとおりであり、資金使途としましては、「平成

20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株予約権」を平成 19 年５月７日に買入償却する資

金として約 1,050,000 千円の他、残額は全額運転資金として充当する予定でございます。 
       
         概算額 

新株式                1,959,989 千円 
       新株予約権                    2,597,383 千円 
      無担保転換社債型新株予約権付社債   1,281,800 千円 
     合計                  5,869,759 千円 
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 (注) 上記概算額は、払込金額の総額から発行諸費用の概算額を差し引いた額であり、消費税は 
   含んでおりません。なお、発行諸費用の総額は、95,200 千円となります。 

(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 
トライゴンのネットワークを活用し、現業態のブラッシュアップと流通及び人材活性を主

軸に、各店舗毎の収益改善についてスピード感をもって実施していくことを予定しておりま

すが、今期業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、その影響が判明次第お知

らせいたします。 
 

４．今後の増資についての考え方 
   平成 19 年 12 月期においての債務超過回避と、平成 18 年 12 月期決算説明資料にも記載し 

ておりますとおり、平成 19 年 12 月期をリストラ最終期と位置づけ、『原点回帰・本業集中に 
よる収益を黒字化の実現』を確実に実行し、平成 20 年 12 月期において、磐石な収益および 
財務基盤を構築するという、当社の再成長シナリオを確実なものにしていくために、平成 19 
年 12 月期における計画の進捗と、今後の事業展開ならびに資金需要、業績見通しを踏まえた 
うえで、慎重に検討してまいります。 
 

５．今後の日程 
  平成 19 年４月 16 日 取締役会決議 有価証券届出書提出（関東財務局） 
  平成 19 年４月 16 日  有価証券届出書効力発生 
  平成 19 年４月 25 日～平成 19 年５月１日 申込期間（株式、新株予約権・無担保転換社債型

新株予約権付社債）  
  平成 19 年５月２日 効力発生日、払込期日 
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６．割当先の概要 
 

(1) 新株式、新株予約権割当先 
 

割当先の氏名又は名称 トライゴン有限会社 

割当新株式数 169,118 株 

払込金額 1,999,989,468 円 

割当新株予約権数 691 個（69,100 株） 

本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 11 番 11 号 

代表者 代表取締役 橋田 佳明 

資本金の額 10 百万円 

主な事業内容 飲食店等の企画、運営及び経営 

大株主及び持株比率 橋田佳明 100％ 

 

 

 

割

当

先

内

容 

主な経営成績・財政状

態 

 

売上高 107,407 千円 

営業利益 528 千円 

経常利益 218 千円 

当期利益  74 千円 

総資産 21,424 千円 

  

純資産  9,065 千円 

出資関係 

 

該当事項はありません。 

取引関係等 

 

該当事項はありません。 

設備の賃貸借関係 該当事項はありません。 

当

社

と

の

関

係 役員の兼務関係 該当事項はありません。 

１．主な経営成績・財政状態は平成 18 年４月期におけるものであり、それ以外の割当先内容

および当社との関係は平成 19 年４月 16 日現在におけるものです。 
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（２） 新株予約権、無担保転換社債型新株予約権付社債割当先 
 

割当先の氏名又は名称 NK2 事業再生投資事業有限責任組合 

割当新株予約権数 1,106 個（110,600 株） 

無担保転換社債型新株予

約権付社債払込金額 

1,300,000,000 円 

本店所在地 東京都渋谷区円山町 26-7-414 

代表者 NK2 合同会社 

代表社員 兼 業務執行社員 

株式会社ボルテックス・アドバイザーズ 

職務執行者 土屋 志穂 

資本金の額 － 

主な事業内容 投資事業 

大株主及び持株比率 － 

 

 

 

割

当

先

の

内

容 主な経営成績・財政状

態 

 

売上高 － 

営業利益 － 

経常利益 － 

当期利益 － 

総資産 － 

  

純資産 － 

出資関係 

 

該当事項はありません。 

取引関係等 

 

該当事項はありません。 

設備の賃貸借関係 該当事項はありません。 

当

社

と

の

関

係 役員の兼務関係 該当事項はありません。 

 
  ＊１．割当先の内容及び当社との関係は、平成19年４月16日現在におけるものです。 
   ２．平成19年４月に設立されているため、投資実績はありません。 

３．社債管理者の不設置 
本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書の用件を充たすものであり、社債管

理者は設置しない。 
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７．過去のエクィティ・ファイナンスの状況 
①過去 3 年間に行われたエクィティ・ファイナンスの状況 

 1)第三者割当増資 
  払込日   平成 16 年 6 月 16 日 
  発行新株式数  8,166 株 
  発行価額  １株につき 75,000 円 
  発行価額の総額  612,450 千円 
  資本組入額  １株につき 37,500 円 
  資本組入額の総額 306,225 千円 
  増資後の資本金  1,468,350 千円 
        資金使途        直営新業態開発費用     280,000 千円 

直営既存店リニューアル費用 331,500 千円 
運転資金            950 千円 

 
2) 2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

  発行価額の総額  2,500,000 千円 
  当初行使価額       92,700 円 

払込期日        平成 17 年 3 月 9 日 
資金使途         ＦＣ新業態「スパイスピエロ」（スープカレー）、 

                   「炭一鉄」（焼肉業態）、「ピンクの豚」（鉄板焼き業態）、

における事業開発資金として全額充当 
 
3)第三者割当増資 

払込日   平成 17 年 5 月 27 日 
  発行新株式数  6,512 株 
  発行価額  １株につき 101,000 円 
  発行価額の総額  657,712,千円 
  資本組入額  １株につき 50,500 円 
  資本組入額の総額 328,856 千円 
  増資後の資本金  1,802,193 千円 
        資金使途        既存店舗業態変更及びリニューアルに関する 
                    設備投資費用として全額充当 
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4)第三者割当増資 
払込日   平成 17 年 8 月 29 日 

  発行新株式数  32,500 株 
  発行価額  １株につき 80,000 円 
  発行価額の総額  2,600,000 千円 
  資本組入額  １株につき 40,000 円 
  資本組入額の総額 1,300,000 千円 
  増資後の資本金  3,102,193 千円 

         資金使途           事業提携資金として有価証券取得費用 700,000 千円 
ブランドバンク事業展開資金として 1,900,000 千円 

 
5)第三者割当増資 

払込日   平成 17 年 10 月 28 日 
  発行新株式数  37,500 株 
  発行価額  １株につき 80,000 円 
  発行価額の総額  3,000,000 千円 
  資本組入額  １株につき 40,000 円 
  資本組入額の総額 1,500,000 千円 
  増資後の資本金  4,602,193 千円 
        資金使途        運転資金として全額充当 
 

6)新株予約権の行使 
行使日   平成 18 年 4 月 13 日 

  発行新株式数  25,000 株 
  転換価額  91,000 円 
  発行価額の総額      2,275,000 千円 
  資本組入額         １株につき 45,500 円 
  資本組入額の総額 1,137,500 千円 
  増資後の資本金  6,464,678 千円 
        資金使途        運転資金として全額充当 
 

7)無担保転換社債型新株予約権付社債 
発行価額の総額  2,000,000 千円 

  当初行使価額       25,038 円 
払込期日        平成 18 年 10 月 25 日 
資金使途         運転資金として全額充当 

    注）株式への未転換分である 1,000,000 千円（平成 19 年４月 16 日現在）について、当

資本政策における払込期日以降に買入消却を行う予定です。 
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8）新株予約権の発行 
新株予約権の数     326 個 
新株予約権の株式数   32,600 株 
新株予約権行使時の 
払込金額        1,330,159,200 円 
行使期間        平成 18 年 10 月 25 日から平成 19 年 10 月 24 日 
資金使途        運転資金として充当 
＊ 平成 19 年４月 16 日現在において新株予約権の行使はございません。 

 
9）第三者割当増資 

払込日         平成 18 年 12 月 14 日 
発行新株式数      53,200 株 
発行価額        24,394 円  
発行価額の総額     1,297,760,800 円 
資本組入額        12,197 円 
資本組入額の総額    648,880,400 円 
増資後の資本金         7,613,492,009 円 
資金使途               運転資金に充当 
 

② 過去３決算期間及び直前の株価等の推移等 
 平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 

始      値 199,000 円 71,000 円 93,700 円 100,000 円 

高      値 199,000 円 129,000 円 123,000 円 106,000 円 

安      値 67,200 円 65,900 円 88,900 円 16,010 円 

終      値 70,400 円 93,600 円 100,000 円 16,650 円 

株 価 収 益 率 ― 34.4 倍 ― ― 

自己資本 
当期純利益率 

△24.0％ 7.1％ △433.7％ ― 

（注） 1.株価収益率及び自己資本当期純利益率は連結財務諸表を基に記載しております｡ 
2.株価収益率は、当該決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益

で除した数値です。 
3.自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本(期首の純資産の部合計

と期末の純資産の部合計の平均)で除した数値です。 
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８．潜在株式による希薄化情報等 
今回の新株予約権発行及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することによる潜在

株式数の比率は、平成 19 年４月 16 日現在の発行済普通株式数(458,251.31 株)に対して、

69.05％となる見込みです。 
（注）①潜在普通株式の比率は、今回発行する新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付

社債が当初転換価額ですべて行使された場合に交付される株式数に、既存発行済潜在

株式を加えて算出したものです。 
②当初転換価額 
・新株予約権 14,454 円 
・無担保転換社債型新株予約権付社債 12,483 円 

  （注）平成 19 年５月７日に予定している、「平成 20 年 10 月 24 日満期無担保転換社債型新株

予約権付社債」の買入消却を考慮しております。 
                             

以上 


