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平成 19 年５月２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 

関するお知らせの一部中止について 

 
当社は、平成 19 年５月１日開催の取締役会において、平成 19 年４月 17 日に発表いたしました

『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』に関しまして、新株式発行及び新株予約権発行につきましては一旦中止とし、新たに割当

先、条件等を一部変更の上で、新たに第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行を行う

ことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
なお、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行および「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」の買入消却については、当初の予定通り実施する予定でありますので、

あわせて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発行の中止に至る経緯 
 
平成 19 年４月 17 日に公表させていただきました『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』の中で、新株式と新株予約権

を引受けるトライゴン有限会社（以下「トライゴン」という。）とは、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、

今後協議を進めていくことを発表しており、資本提携の基本合意以降、業務提携によるシナジ

ーを双方で検討してまいりました。 
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しかしながら、当社においては、これまでの経験により、今年度においては主力３ブランドに

主軸を置き、経営資源を集中させることと、より一層のコスト削減を行うことで、収益黒字化

を図ることを目標として掲げております。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ことにより、再成長シナリオを確実なものにしていきた

いと当社は考えております。これに対して、トライゴンに関しては、今年度において「食にま

つわる付帯事業」に全面的に取り組んでいくという考え方であることから、当社としては前年

度に打ち出していた「飲食周辺ビジネス」への進出を彷彿させるものがあり、検討を重ねた結

果、経営資源の分散に繋がることが考えられるこの度の業務提携の締結に関しては、現段階で

時期尚早と判断し、見送ることとなりました。今回の資本提携に関しては、シナジー創出が可

能な業務提携の締結を前提としていたことから、資本提携についても見送りとすることを決定

した次第です。 
これに伴いまして、平成 19 年４月 17 日付で発表させていただきました、第三者割当による新

株式発行及び新株予約権発行につきましては中止とすることにいたしましたので、ご報告申し

上げます。 
 

２．今後の見通し 
 

NK2 事業再生投資事業有限責任組合に対する新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付

社債の割当、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」の買入消

却は、当初の予定通り行いますが、新株予約権発行を一旦中止にすることで、同組合に対する新

株予約権の割当条件を含むスケジュールが変更となります。 
更に本日付で、新たな割当先に対し、第三者割当による新株式及び新株予約権を発行すること

を当社取締役会において決議しており、この件に関し別のリリースを発表させていただきますの

で、併せてご報告申し上げます。 
 

 

＜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)無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加株式数 104,141 株 

 

(注)上記(2)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。 
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２．無担保転換社債型新株予約権付社債行使後の大株主の状況 

 

順位 株主の名称 

所有株式数

（株） 

持株比率

（％） 

1 ＮＫ２事業再生投資事業有限責任組合 104,141 26.48 

2 店舗再生ファンド株式会社 53,200 13.53 

3 ジェイ・ブリッジ株式会社 34,850 8.86 

4 ソレイユキャピタル株式会社 32,600 8.29 

5 ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限責任組合 7,329 1.86 

6 トランスデジタル株式会社 6,250 1.59 

7 ミレニアファンド１号 5,028 1.28 

8 機動建設工業株式会社 3,750 0.95 

9 小杉産業株式会社 2,500 0.64 

10 ㈱クラウン・パッケージ 2,498 0.64 

発行済株式総数 393,274 100.00 

 

（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、平成 18 年 10 月 25 日に発行した新株予約権の行使による増加株式数及び

今般発行する無担保転換社債型新株予約権付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「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」の買入消却株式数を考慮した株式数となります。 

   但し、上記は、無担保転換社債型新株予約権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。 

 

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付社債」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 
      無担保転換社債型新株予約権付社債   1,281,800 千円 
 

 (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、18,200 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。 
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４．業績に与える見通し 

このたびの新株式発行および新株予約権の発行を一旦中止すること、および、「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」を買入消却することによる、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。 
 

５．日程 
  「平成 19 年４月 16 日決議の無担保転換社債型新株予約権付社債」について 
  平成 19 年４月 16 日 取締役会決議 有価証券届出書提出（済）（関東財務局） 
  平成 19 年４月 24 日  有価証券届出書効力発生（済） 

平成 19 年４月 25 日～平成 19 年５月１日 申込期間 
  平成 19 年５月２日 効力発生日、払込期日 
 
  新たに届出を行った第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行について 
  平成 19 年５月１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５月 11 日  有価証券届出書効力発生 
  平成 19 年５月 12 日～平成 19 年５月 16 日 申込期間 
  平成 19 年５月 17 日  効力発生、払込期日 
 

以上 


