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平成 19 年 5 月 17 日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 タ ス コ シ ス テ ム 

代表者名  代表取締役社長  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（デットエクイティスワップ）完了及び 
新株予約権発行の払込完了並びに 

主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 
 

平成 19 年５月１日開催の取締役会において決議をいたしました、「第三者割当による新株式及

び新株予約権発行に関するお知らせ」におきまして、今回の新株式の発行は、失権を防ぐことを

目的として、当社の意向により、新株式発行日以前の平成 19 年５月 16 日までに、チャレンジ・

ジャパン１号投資事業組合から借入を行った債務を対価として行う、デットエクイティスワップ

という手法を用いて資本増強を図る旨を発表させて頂いておりましたが、昨日（平成 19 年５月

16 日）発表しましたとおり、チャレンジ・ジャパン１号投資組合からの借入は完了しております。 
この件に関し、本日手続きが完了しましたことをお知らせいたします。 
また、新株予約権発行に関しましても、本日払込が完了しております。 
これに伴い、当社の主要株主である筆頭株主に下記の通り異動がありましたので、併せてお知

らせいたします。 
 

記 
 
Ⅰ．第三者割当による新株式発行の発行要領 

1.発行新株式数 普通株式  165,590 株 

2.発行価額 １株につき 金 12,078 円 
3.発行価額の総額 1,999,996,020 円 

4.資本組入額 １株につき 金 6,039 円 

5.資本組入額の総額 999,998,010 円 

6.申込期間 平成 19 年５月 12 日（土曜日）～平成 19 年５月 16 日（水曜日）

7.払込期日 平成 19 年５月 17 日（木曜日） 

8.割当先及び割当株式数 チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 

 165,590 株 
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9.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 17 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 27 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(13,420円)に 90％を乗じた金

額(1 円未満切捨て)といたしました。 
 
Ⅱ．第三者割当による新株予約権の発行要領 

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 1,760 個 
3.本新株予約権の払込

金額 

68,464,000 円とする。 

4.本新株予約権の払込

期日 

平成 19 年５月 17 日 

5.本新株予約権の割当

日 

平成 19 年５月 17 日 

6.募集の方法 第三者割当の方法により、677 個をチャレンジ・ジャパン１号投資

事業組合、1,083 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

176,000 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  
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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。 

 

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 38,900円(本新株予約権の目的である株式 1

株当たり 389 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 27 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 (13,420 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 14,762 円 

２．資本組入額 １株あたり 7,381 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。 
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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  

 (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



 5 

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

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
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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 18 日から平成 20 年５月 17 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 38,900 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38,900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

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 



 7 

扱場所 

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。 
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Ⅲ．主要株主である筆頭株主の異動 
１．異動が生じた経緯 
 平成 19 年 5 月 1 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に

伴い、平成 19 年 5 月 17 日（効力発生日）付けで、主要株主である筆頭株主に異動が生じたもの

です。 
 
２．主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 
 1) 主要株主である筆頭株主の名称 
  (1) 名称       チャレンジ・ジャパン 1 号投資事業組合 
            業務執行組合員 株式会社 SG ソリューションズ 
  (2) 本店所在地    東京都港区赤坂 2-17-72-402 
  (3) 事業内容     投資事業 
 

2)異動前後における当該主要株主である筆頭株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決

権の総数（発行済株式総数）に対する割合 
  (1) 当該株主の所有議決権数（所有株式数） 
   異動前 －個（－株）        
   異動後 165,590 個（165,590 株） （株主順位第 1 位） 
  (2) 議決権総数 
   異動前 －%（%） 
   異動後 36.42%（36.42%） 
 
（ⅰ）議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 0.31 株 
（ⅱ）異動前（平成 19 年５月 16 日現在）の発行済株式総数   289,133.31 株 
（ⅲ）平成 19 年 5 月 17 日現在の発行済株式総数             454,723.31 株 
 
３．主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 
1) 主要株主である筆頭株主の名称等 

  (1) 名称    店舗再生ファンド株式会社 
         代表取締役 藤原 哲 
  (2) 本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 10 番 1 号 
  (3) 事業内容  投資事業 
 2) 異動前後における当該主要株主である筆頭株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決

権の総数（発行済株式総数）に対する割合 
 (1) 当該株主の所有議決権数（所有株式数） 
   異動前   53,200 個（53,200 株） （株主順位第 1 位） 
   異動後   53,200 個（53,200 株） （株主順位第 2 位） 
  (2) 議決権総数（発行済株式総数）に対する割合 
   異動前   18.95%（18.95%） 
   異動後   11.70%（11.70%） 
 
（ⅰ） 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 0.31 株 
（ⅱ） 異動前（平成 19 年５月 16 日現在）の発行済株式総数   289,133.31 株 
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（ⅲ） 平成 19 年 5 月 17 日現在の発行済株式総数             454,723.31 株 
 
４．異動年月日 
  平成 19 年 5 月 17 日 
 

【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５月１日現在）  289,133.31 株 

(2)新株式発行よる増加株式数              165,590 株 

(3)新株式発行後の発行済株式総数           454,723.31 株  

(4)新株予約権の行使による増加株式数          176,000 株  

(注)上記(4)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)今般発行した新株式発行後の大株主の状況 

順位 株主の名称 

所有株式数

（株） 

持株比率 

（％） 

1 チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 165,590 36.42 

2 店舗再生ファンド株式会社 53,200 11.70 

3 ジェイ・ブリッジ株式会社 34,850 7.66 

4 ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限責任組合 7,329 1.61 

5 トランスデジタル株式会社 6,250 1.37 

6 ミレニアファンド１号 5,028 1.11 

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 0.53 

 

（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)今般発行した新株予約権行使後の状況 

順位 株主の名称 

所有株式数

（株） 

持株比率 

（％） 

1 チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 233,290 31.75 

2 ＮＫ２事業再生投資事業有限責任組合 212,441 28.91 

3 店舗再生ファンド株式会社 53,200 7.24 

4 ジェイ・ブリッジ株式会社 34,850 4.74 

5 ソレイユキャピタル株式会社 32,600 4.44 

6 ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限責任組合 7,329 1.00 

7 トランスデジタル株式会社 6,250 0.85 

8 ミレニアファンド１号 5,028 0.68 

9 機動建設工業株式会社 3,750 0.51 

10 小杉産業株式会社 2,500 0.34 

 

（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、

平成 19年５月２日に発行した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

る増加株式数及び今般発行する新株予約権の行使による増加株式数を組入れした株式数と

なります。 

   但し、上記は、新株予約権の行使価額及び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。 

 
 

以上 
 


