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平成 19 年 6 月 25 日 

各      位 
   

会社名  株式会社アイビーダイワ 
代表者名 代表取締役社長 髙橋 正紀 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３５８７） 

問合わせ先 専務執行役員 広報・IR 担当責任者 豊島 慶子 
ＴＥＬ ０３－３２６４－１３７８（代） 

 

子会社ダーシーUK 社の上場準備の着手に関するお知らせ 

 当社子会社、ダーシー・エナジー・ホールディングス・UK・リミテッド（以下、「ダーシーUK 社」）は、その

連結子会社を通じ（以下、ダーシーUK 社とその子会社群を総称して「ダーシー社」）、米国メキシコ湾沖合い地

域において、石油・ガスの探鉱・開発・生産事業に従事しております。当社がダーシー社を買収により子会社化

した平成 17 年 12 月以降、同社は、事業規模の一層の拡大および収益向上のため、新たに複数の生産・開発・探

鉱鉱区を獲得し、その埋蔵量規模を拡大してまいりました（別紙ご参考「2. ダーシー社の NRI 埋蔵量の推移」参

照）。当社およびダーシー社は今後、獲得した鉱区における開発および探鉱計画を滞りなく推進し、増大した埋

蔵量を早期に収入につなげるため、開発等に必要な資金の調達方法を多様化し、また、機動的に行いたい意向で

あります。 

 このため、当社およびダーシー社は、ダーシー社自ら資金調達を行う体制を整備するため、Matrix Corporate 
Capital LLC を NOMAD（注 1）として指名し、石油・ガス関連企業が多く上場し投資が活発に行われている英ロ

ンドン証券取引所 AIM 市場（以下、「AIM 市場」）に、ダーシーUK 社の株式を公開（以下、「上場」）する準備を

開始いたしました。 

現時点における上場計画は下記のとおりであります。 

記 

1. 上場計画の概要 

(1) 株式を公開する法人： Darcy Energy Holdings UK, Limited（注 2） 
(2) 株式公開を予定する市場： ロンドン証券取引所 AIM 市場 
(3) 株式公開予定日： 平成 19 年 8 月初旬を目処として準備中 
(4) 公募価格、新株式発行数、売出株式数等： 未定 

2. 業績等に与える影響 

今後プレヒアリング等を行い、公募価格、新株式発行数、売出株式数等を決定していく予定であります。その

結果、期待される公募価格の水準および新株式発行によって調達できる資金額等が当社およびダーシー・グルー

プの期待を下回り、または NOMAD による審査基準に達しない場合には、ダーシーUK 社の上場を中止または大

幅に延期する場合もあります。 

なお、ダーシーUK 社の上場にあたり、公募価格および新株式発行数の水準によっては、当社のダーシーUK 社

持株比率が低下し、その結果、ダーシー社が当社の連結子会社から持分法適用会社に変更となる可能性がありま

す。また、当社が保有しているダーシーUK 社株式の一部売出しも検討しており、売出株式数によっても当社の

持株比率に影響が生じます。 

上場実現の場合の当社の業績等に与える影響に関しても現時点においては未定であります。上場実現の可否お

よび条件等の詳細が確定し、影響等が判明した時点で、改めてお知らせいたします。 

以上 
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注 1： NOMAD（Nominated Advisor の略）とは、AIM 市場への上場を希望する会社の上場会社としての適格性を判断し、また、上場

会社が AIM 市場の諸規則を遵守すべく助言と支援を行うことにつき、ロンドン証券取引所に対して責任を有している上場ア

ドバイザーのことを言います。 

注 2： メキシコ湾沖合い地域において同種の事業を営む別の「Darcy」という名称を持つ上場企業が存在するため、混乱を避けるべ

く、後発の上場企業となるダーシーUK 社は、上場前に商号を Leed Petroleum, PLC と変更する予定であります。商号の変更が

確定いたしましたら改めてお知らせいたします。 
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（ご参考） 

1. ダーシー社のグループ構造 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * バイロン・エナジー社が、同社が紹介したこの４鉱区につき、ダーシー社が保有する権益の 25%を上限として獲得する参加オ

プションを保有しています。 

2. ダーシー社の NRI 埋蔵量の推移 
単位：10 億立方フィート 2005 年 12 月（買収時） 2006 年 6 月 2007 年 6 月（現在） 

1P ベース NRI 埋蔵量 13 27 36

2P ベース NRI 埋蔵量 24 64 94

3P ベース NRI 埋蔵量 41 164 320
(1) ここで「埋蔵量」とは、可採埋蔵量のことを指しています。すなわち、一定の技術・経済条件において、将来採収可能なガ

ス・原油等の炭化水素の量のことです。「採収可能」かどうかの判断は、その鉱区の地質的・油層工学的データに基づき、

その時点での一定の経済条件（ガス・原油価格の水準、炭化水素の採収のために見込まれる費用、関連する法規制の状況そ

の他）において、ガス・油層から採収し得るか否かという観点から行います。評価の際は、業界で一般的に用いられる手法

が通常用いられます。 
(2) NRI（Net Revenue Interest）埋蔵量とは、その鉱区全体の埋蔵量（グロス埋蔵量）に、他社が有する権益比率分（および他社

が有する参加オプション分）やロイヤリティー支払分等を控除した、自社の純収入となる割合を乗じたものを言います（た

だし、連結子会社の少数株主に還元すべき割合については除外しておりません）。 
(3) 1P とは、確認埋蔵量（proved reserves またはＰ１埋蔵量。回収することができる確率が少なくとも 90％以上であることが必

要。）のみを言い、２Ｐとは、確認埋蔵量と推定埋蔵量（probable reserves またはＰ２埋蔵量。後述の確認埋蔵量と合計した

数量に対して、回収することができる確率が少なくとも 50％以上であることが必要。）の合計を言い、３Ｐとは、２Ｐにさ

らに予想埋蔵量（possible reserves またはＰ３埋蔵量。確認埋蔵量および推定埋蔵量と合計した数量に対して、回収すること

ができる確率が少なくとも 10％以上であることが必要。）を合計したものを言います。 
(4) 上記表では、Collarini Associates が査定した鉱区および埋蔵量のみを表示しており、査定が行われていない部分や探鉱鉱区の

発見前の鉱量の予想値ついては含んでおりません。 
(5) 原油埋蔵量はガス・エクイバレントに換算（換算率は 1 バレルあたり 6 千立方フィートを使用）。 
(6) 1 立方フィート ≒ 0.02832 立方メートル 
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3. ダーシーUK 社の概要 

（１） 商号 Darcy Energy Holdings UK, Limited 

（２） 本店所在地 110 Cannon Street, London, United Kingdom 

（３） 設立年月日 2006 年 12 月 20 日 

（４） 主な事業の内容 純粋持株会社 

連結子会社である Darcy Energy, L.L.C.を通じた、  

石油・ガス探鉱・開発・生産事業 

（５） 事業年度の末日 3 月 31 日 

（６） 資本の額 5.2 百万英ポンド 

（７） 発行済株式総数 A 種普通株式：604,024,909 株 

B 種転換株式：4,195 株 

（８） 大株主構成（所有割合） 株式会社アイビーダイワ   （86.6%） 

Global Structured Finance , Inc.（13.4%） 

ダーシー社経営陣         （0.001%） 

（所有割合は、新株予約権その他のオプション等の

潜在株式および B 種転換株式の A 種普通株式への転

換を考慮する前の数値） 

（９） 取締役 髙橋 正紀、ジョニー・チャン、イアン・ギブス、 

ハワード・ウィルソン、ジェームズ・スラッテン 

（10） 連結子会社 Darcy Energy US, Inc. 

Darcy Energy Holdings, L.L.C. 

Darcy Energy, L.L.C. 

（11） 主な事業所（連結） 米国ルイジアナ州ラファイエット 

（12） 従業員数（連結） 15 名 

（13） 最近事業年度における業績 

(2007 年 3 月期)（連結） 

売上高   1,018 百万円 

経常利益  △865 百万円 

当期純損失 △603 百万円 

 


