
大証ヘラクレス 

平成 19 年６月 13 日 

各 位 

          会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング 

  代表者名 代表取締役社長 山 口 伸 昭 

（コード番号 3069 ヘラクレス.Ｓ） 

問合せ先  取締役 経営企画部長 

氏 名   鈴 木  豊 

                    （TEL.03－5405－4424） 

 

 

第三者割当増資による新株式発行の中止に関するお知らせ 

 

 

 

平成 19 年６月 11 日開催の当社取締役会において、別紙のとおり「第三者割当による新株式発行」

（以下「本件第三者割当増資」といいます。）に関する決議をなした旨を開示いたしましたが、関東財務

局様より開示手続きの一部に瑕疵があるとのご指摘を受けましたので、平成 19 年６月 13 日（午前）開催

の当社取締役会において、本件第三者割当増資を中止することを決議いたしましたのでお知らせいた

します。 

なお、本件中止の決議後直ちに関東財務局様に対して必要な手続きを実施のうえ、平成 19 年６月 13

日中に再度本件第三者割当増資と同様の内容（ただし、日程の一部は下記のとおり変更する予定でお

ります。）の「第三者割当による新株式発行」の取締役会決議をいたす予定でおります。 

 

記 

 
平成 19 年６月 11 日決議の 平成 19 年６月 13 日（午後）決議予定の 

「第三者割当の日程（予定）」 「第三者割当の日程（予定）」 

平成 19 年６月11日 新株式発行取締役会決議 平成 19 年６月13日 新株式発行取締役会決議 

平成 19 年６月 13 日 有価証券届出書提出 平成 19 年６月 13 日 有価証券届出書提出 

平成 19 年６月 29 日 有価証券届出書効力発生日 平成 19 年６月 29 日 有価証券届出書効力発生日

平成 19 年６月 29 日 申込期日 平成 19 年６月 29 日 申込期日 

平成 19 年６月 29 日 払込期日 平成 19 年６月 29 日 払込期日 
 
※下線部が変更予定の箇所です。 
 

以上
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第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ 

 

 

 

平成 19 年６月 11 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関して下記のとお

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）発行新株式数 普通株式 4,901 株 

（２）発行価額 １株につき金 40,806 円 

（３）発行価額の総額 199,990,206 円 

（４）資本組入額 99,995,103 円 

（５）申込期日 平成 19 年６月 29 日 

（６）払込期日 平成 19 年６月 29 日 

（７）新株券交付日 平成 19 年７月 12 日 予定 

（８）割当先および株式数 三井ベンチャーズ・グローバル・ファンド投資事業組合  4,901 株        

（９）新株式の継続所有に関する事項 

   当社は割当先に対し、割当新株式発行日から 2 年以内において譲渡する場合には、当社へ

書面にて報告する旨の確約を得る予定です。    

（10）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致します。 

 

2.今回の増資による発行済株式総数の推移 

   現在の発行済株式総数      116,493 株 

   増資による増加株式数         4,901 株 

   増資後発行済株式総数      121,394 株  

 

3. 増資の理由および資金の使途等 

（１）増資の理由 

当社グループは、経営理念である“感動共有業”の具現化にむけて下記の３つの“Ｉ”（ｱｲ）

を事業戦略の柱として実践することに取り組んでまいりました。 

①「Intercommunity」＝共有・共同参加 （既存業態の改善・発展） 

②「Innovation」＝革新 （新業態開発） 

③「Investment」＝投資 （事業および資本提携等による戦略的事業展開） 

 

 

 



短・中期的な事業計画を確実に達成し、企業価値を向上させるためには、特に M&A や事業

提携による事業拡大が重要課題であると認識しております。昨今の外食を取り巻く環境の厳し

さや後継者不足等を反映して多数存在する案件に対して詳細な調査を行い、グループ戦略上

有意義であると判断した事業については、時を逃さず速やかに獲得することのできる経営基盤

を作るため、健全な財務体質作りおよび資金調達に取り組んでおります。このたびの第三者割

当増資は、そのような財務戦略の一環と位置づけております。 

 

（２）発行価額の算定根拠 

当該増資に関わる取締役会決議の直前日までの直近 3 ヶ月（平成 19 年３月９日～平成 19

年 6 月８日まで）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の最終価格の

平均値（42,954 円）を参考にして、１株 40,806 円（ディスカウント率 5％）といたしました。 

 

（３）増資調達金の使途 

 今回の第三者割当増資による手取り概算額 197 百万円につきましては、戦略的事業展開に

おいて推進中の M&A 関連費用に全額充当する予定です。 

   

（４）業績の見通し 

今回の第三者割当増資による平成 20 年３月期の業績見通しの修正はございません。 

        

4. 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、可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本としており、設備投資

やキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、業績への連動性を重視した利益配分を行うことを基本

方針としております。内部留保金については、中・長期的な視点に立ち、新規出店や業態開発な

どの設備投資並びに財務体質の強化などに活用し、企業価値の向上を図っていく所存です。 

 

5. 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 

該当事項はございません。 

 

（２）過去 3 決算期間および直前の株価等の推移  

  

平成 17 年 3 月期 

(参考） 

プライム・リンク 

平成 18 年 3 月期

（参考） 

プライム・リンク 

平成 19 年 3 月期

（参考） 

プライム・リンク 

平成 19 年 3 月期 

アスラポート・ 

ダイニング 

平成 20 年 3 月期

アスラポート・ 

ダイニング 

始値（円） 65,000 62,100 53,600 43,000 43,900

高値（円） 73,700 95,500 54,500 56,600 43,900

安値（円） 53,600 44,000 38,100 39,900 39,800

終値（円） 63,000 54,200 42,300 44,300 41,800

株価収益率（倍） 42.42 - - 142.59 -

 

（注） １. 表中の株価は、株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における株価です。 

２. 株式会社アスラポート・ダイニングは株式会社プライム・リンクよりの株式移転により平成 19 年 1 月 12 日に設立してお

ります。従って、平成 17 年３月期、平成 18 年 3 月期および、平成 19 年３月期の平成 18 年４月１日～平成 19 年１月

４日までは株式会社プライム・リンクの株価を参考値として記載しております。平成 19 年３月期の平成 19 年１月 12 日

～３月 31 日までは株式会社アスラポート・ダイニングの株価に基づいて記載しております。 

３. 平成 18 年 3 月期の株式会社プライム・リンクの株価収益率は当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  また、平成 19 年 3 月期（参考）は、株式会社アスラポート・ダイニングへ株式移転しているため記載しておりません。 

４．平成 19 年 3 月期の株式会社アスラポート・ダイニングの株価収益率は連結数値にて算出しております。 

５.平成 20 年３月期の株価は、平成 19 年４月１日～６月８日までの株価に基づき記載しております。 



6. 割当先の概要（平成 19 年５月 31 日現在） 

 

割当先の名称 三井ベンチャーズ・グローバル・ファンド投資事業組合 
本店所在地 東京都千代田区大手町 1-8-1 KDDI 大手町ビル１６階 

代表者の役職・氏名 
業務執行組合員 株式会社エム・ヴィー・シー 

代表取締役社長 長尾 收

主な事業内容 日本・米国・アジア(中国/韓国)を中心とするベンチャー投資事業

出資関係 該当事項はございません。 

取引関係等 該当事項はございません。 当社との関係 

役員の兼務関係 該当事項はございません。 

 

７．第三者割当の日程（予定） 

 

平成 19 年６月 11 日 新株式発行取締役会決議 

平成 19 年６月 13 日 有価証券届出書提出 

平成 19 年６月 29 日 有価証券届出書効力発生日 

平成 19 年６月 29 日 申込期日 

平成 19 年６月 29 日 払込期日 

 

8.増資後の大株主構成等（予定）  

 

順位 株主名 所有株数 所有割合 

1 有限会社ジュピターインベストメント 55,216 45.48%

2 有限会社ネモフィラ 12,713 10.47%

3 有限会社エンプレオ 6,048 4.98%

4 三井ベンチャーズ・グローバル・ファンド投資事業組合 4,901 4.04%

5 株式会社ハーツリーレストランシステム 4,084 3.36%

 

（注）上記は平成 19 年 3 月 31 日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算して求めたも

のです。 

 

 

以上 

 


