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平成 19 年 8 月 29 日 
 
各 位 
 

会 社 名 ニ イウス  コ ー株式会 社 
代表者名 代表取締役会長  末貞 郁夫 
（コード番号２７３１ 東証第 1 部） 
問合せ先 理事 情報開示室担当  小野 正広 
（TEL．０３－５１１７－７１００） 

 
 

第三者割当増資に係る株式引受契約の締結について 
 
 
当社は、本日、大幅な売上の減少と営業赤字、多額の特別損失の計上を内容とする平成19年6月期決

算を発表いたしました。この結果、自己資本が大きく毀損し債務超過となり、決算短信において「継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」について注記いたしました。 

株主の皆様には、多くのご心配とご迷惑をおかけすることについて深くお詫び申し上げます。 

当社は、毀損した自己資本を回復し、経営刷新により再起を図るため、独立系事業支援投資会社ロン

グリーチグループ（以下「ロングリーチグループ」といいます。）とフェニックス・キャピタル株式会

社（以下「フェニックス・キャピタル」といい、ロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタ

ルを併せて「スポンサー」といいます。）との間で、10月下旬に開催予定の当社の臨時株主総会で必要

な決議が得られることおよび証券取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件として

当社がロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタルがそれぞれ組成するファンド、投資事業

組合からの出資を受け入れること（以下「本増資」といいます。）に合意し、本日、当社取締役会で決

議し、３社間で第三者割当増資（普通株式および優先株式）に係る株式引受契約（以下「本契約」とい

います。）を締結いたしました。 

本増資により自己資本は、約160億円となり、当社の再生に向けた財務基盤が整うことになります。

本増資は、当社が財務体質の健全化と事業構造の転換を図り、企業体として事業を継続発展させるため

に必要不可欠なものであります。本増資は、10月下旬に開催を予定している当社の臨時株主総会におい

て、本増資の実行に必要な議案すべてについて株主の皆様のご承認を頂くことが必要です。 

本増資後は、株主の皆様のご期待に沿うべくスポンサー、ビジネスパートナー、メインバンクととも

に全社一丸となって不退転の決意で事業再構築に臨み、必ずや再建を果たす覚悟でございます。何卒ご

理解いただき、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
1. 本契約に至るまでの経緯と目的について 
 当社は、設立以来、IT システムにおける高度なインフラ系のスキルを発揮し、金融機関のお客様を中

心にメインフレームや UNIX サーバー、IA サーバーなどを利用した情報システム構築と高品質のソリ

ューションを組み合わせ、お客様の要望に合致したソリューションを提供するソリューション・プロバ
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イダーとして社会に貢献してまいりました。IT 業界は、日々進歩する IT 技術革新を背景に、企業経営

の効率化や新製品・新サービスを提供するビジネスモデルの構築などの需要が堅調に続いておりますが、

その反面、コスト削減に対するお客様の要望は高まり、競争は一段と厳しいものになっております。 
 このような経営環境のもと、当社は、金融機関のお客様に対して、ハードウェアやソフトウェアを提

供するディーラー・ビジネスをコア事業として進めながら、ASP サービスを中心とした金融サービス・

ビジネスを推進するとともに、医療サービス・ビジネスにおいても統合医療情報システムの販売を積極

的に展開してまいりました。サービス・ビジネスに関しては、過年度より事業拡大に向けて一挙にサー

ビス・メニューの品揃えを図るため積極的な経営資源の投資を行ないました。 

当連結会計年度は、サービス事業への投資を前期で終了し、本格的に回収に入る年と位置づけており

ました。しかしながら、金融機関向け事業においては、新規に参入した金融サービス・ビジネスの立ち

上がりが大幅に遅れたことに加え、サービス・ビジネスに経営資源を重点配分したことから、当社のコ

アビジネスであるディーラー・ビジネスの成長が鈍化する結果となりました。また、医療サービス・ビ

ジネスにおいては、想定されるあらゆるチャネルを活用して、積極的に ASP 型の統合医療情報システ

ムの販売を展開いたしましたが、医療機関の経営環境の変化に対応して予算の低価格化が進み、採算を

とることが難しくなりました。 
当社の平成 19 年 6 月期の決算は、大幅な売上の減少と営業赤字となり、金融サービス・ビジネスに

おいて、ソフトウェア資産に対する減損会計の適用により、資産の減損損失が発生しました。また、医

療サービス・ビジネスにおいても、市場環境を見直し、慎重に事業計画を検討した結果、今後、医療事

業の継続は赤字幅の拡大に繋がる可能性が高いと判断し、同事業からの全面撤退を決断いたしました。 
これら一連の処理により、本日発表した平成 19 年 6 月期決算において、40 億 6,800 万円の債務超過

となりました。当社は、今後の成長性、経営安定性の維持のためには、資本の増強が喫緊の課題である

と考え、複数の事業会社、国内外の大手プライベートエクイティファンドと交渉を重ねてまいりました。

この結果、当社の事業基盤、収益性および成長性等を最も評価いただいたロングリーチグループおよび

フェニックス・キャピタルに対して、10 月下旬に開催予定の臨時株主総会の特別決議を経て総額 200 億

円の第三者割当増資を行なう予定となりました。 
主力取引銀行である株式会社三菱東京 UFJ 銀行からは、当社の現状についてご理解をいただいてお

り、新スポンサーによる増資計画についてもご同意いただいております。また、今後のご支援、既往取

引関係の継続を通じ、ご協力頂けることに関してもご内諾いただいております。最大のビジネスパート

ナーである日本アイ・ビー・エムに対しては、今後もこれまでと変わらぬ経営支援および取引の継続的

拡大を頂けるようお願いをしております。 
本増資の実行により、ロングリーチグループが当社の筆頭株主となる予定です。当社は、資本の充実

および有利子負債の圧縮を実施することにより財務体質の強化を図るとともに、スポンサー、ビジネス

パートナー、メインバンクとともに、全社一丸となり、これまで築いてまいりました事業基盤を磐石な

ものとし、更なる企業価値向上を目指してまいります。 
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2. 本契約における施策の概要 

（１） ロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタルへの有利な発行価額による第三者

割当増資 

当社は、ロングリーチグループの組成するファンドであるNeptune Holdings, LPとNC Holdings, 

LPに対して、65 億円の普通株式発行（1 株あたり4,664 円）と70億円のA種優先株式発行（1 株

あたり10,000,000 円）を実施する予定です。また、フェニックス・キャピタルの組成するﾌｪﾆ

ｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ﾌｧｲﾌﾞ投資事業組合に対して、40億円のA種優先株式発行（1 株あたり

10,000,000 円）と25億円のB種優先株式発行（1 株あたり50,000,000 円）を実施する予定で

す。A種優先株式およびB種優先株式には議決権はありません。 

 

※上記の第三者割当による普通株式発行および優先株式発行については、10月下旬に開催予定

の臨時株主総会において、定款変更、資本金および資本準備金減少、取締役および監査役の選

任その他の新株式（普通株式および優先株式）の有利発行に係る全ての議案について承認され

ることを条件として、本日開催の取締役会にて決議しております。 

 

※尚、本日、第三者割当増資に関する詳細要領につきましては、別途開示しておりますのでご

覧下さい。 

 

（ご参考）第三者割当増資の総額 
種類 割 当 先 金額 

普通株式 
Neptune Holdings, LP 
NC Holdings, LP 

60.6 億円 
4.4 億円 

A種優先株式 
Neptune Holdings, LP 
NC Holdings, LP 
ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ﾌｧｲﾌﾞ投資事業組合 

65.2 億円 
4.8 億円 
40 億円 

B種優先株式 ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ﾌｧｲﾌﾞ投資事業組合 25 億円 
合計  200 億円 

 
 

（２） 主要株主および親会社の異動の予定 

上記（１）により、ロングリーチグループはNeptune Holdings, LPおよびNC Holdings, LP
を通じて当社の発行済普通株式の67％を保有する親会社となる予定です。 



 

（ご参考）増資後の大株主の状況 

氏名又は名称 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（%）

Neptune Holdings, L.P. 1,298,606 62.43%

NC Holdings, L.P. 95,100 4.57%

野村證券株式会社 56,357 2.71%

株式会社クレスコ 26,600 1.28%

バークレイズバンクピーエルシーバークレイズキャピタル
セキュリティーズエスビーエルピービーアカウント

9,755 0.47%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,488 0.46%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー
505019

8,075 0.39%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,605 0.32%

日本証券金融株式会社 5,219 0.25%

ジブラルタ生命保険株式会社（一般勘定株式D口） 4,954 0.24%

 
（注１）平成 19 年 6 月 30 日現在の各株主の所有株式数を元に、本増資により発行する普通株式数を加えて所有株式数

等を計算しました。所有株式数については、平成 19 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会において本増資が

承認され、本増資が実行されることを前提としております。 

（注２）平成 19 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数（普通株式）は 686,452 株であり、本増資後の発行済株式総数（普

通株式）は 2,080,158 株となる予定です。 

 
 

（３） 経営体制について 

今回の債務超過の責任を重く受け止め、代表取締役会長末貞郁夫はじめ、現行のニイウスコ

ー株式会社の取締役は全員退任する予定です。 
今後の当社経営体制は、新たに株式会社野村総合研究所の大野健取締役（以下「大野氏」と

いいます。）を迎え、経営を刷新いたします。大野氏は10月下旬に開催予定の臨時株主総会の

承認をもって最高経営責任者（CEO）に就任する予定です。また、日本アイ・ビー・エム株式

会社より元社員の大塚五一氏を顧問に迎えます。加えて、ロングリーチグループの指名する取

締役（非常勤）５名、フェニックス・キャピタルの指名する取締役（非常勤）１名および両社

から独立した社外取締役（非常勤）２名を迎え入れた合計９名で当社取締役会を構成する予定

であります。併せて、ロングリーチグループの指名する監査役（非常勤）２名を迎え入れる予

定であります。 

 

※大野氏の略歴等は以下のとおりです。 

 

氏名（よみがな） 大野 健（おおの けん） 
4 
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出 身 地 広島県 
最 終 学 歴 一橋大学商学部 
生 年 月 日 昭和 23 年 12 月 19 日生 
現 住 所 神奈川県鎌倉市 
略 歴 昭和 46 年 4 月 株式会社野村総合研究所入社 
   平成 2 年 6 月 同社戦略システム部長 

   平成4 年6月 同社取締役 企画、情報開発担当、 
システム監理室長兼業務推進部長 

   平成 9 年 6 月 同社常務取締役 証券・金融システム本部、 
     システムコンサルティング部担当 
   平成 12 年 6 月 同社代表取締役専務取締役 証券・金融・保険システム部門、 

流通・産業・社会システム部門、 
システムコンサルティング事業本部担当 

   平成 14 年 4 月 エヌ・アール・アイ・データサービス㈱代表取締役社長 
   平成 18 年 3 月 エヌ・アール・アイ・シェアードサービス㈱取締役会長 
     （現任） 
   平成 18 年 4 月 株式会社野村総合研究所顧問 

   平成18年6月 同社取締役（現任） 

 

 
（４） 減資について 

当社は、当社の株主総会で必要な決議が得られることおよび本増資が効力を生じることを条

件として、本増資が効力を生じた時点における資本金および資本準備金について、資本金は５

億円のみを残して全額、資本準備金は全額、それぞれ無償減資および減準備金を実施いたしま

す。かかる無償減資および減準備金手続は、10 月下旬に開催予定の臨時株主総会による決議お

よびその後１ヶ月間の債権者保護手続を経て効力が発生いたします。 

 

 ※減資及び減準備金につきましては、詳細が決まり次第、開示いたします。 
 
3. 新経営陣による事業計画見直し等の影響について 
 上記新経営体制の発足後、当社は大幅な経営刷新を行なう予定です。株主総会の決議により選任され

る新経営陣は、当社の成長性と収益力の強化を図るため事業毎の見直しを実施し、新ビジネスプラン（リ

カバリープラン）を策定します。リカバリープランは、11月下旬での発表を予定しています。 
この結果、金融サービス事業に係る資産約120億円に対して、事業計画の見直しによる追加の損失等

が発生する可能性があります。また、新経営陣は、当社の在庫管理基準、投融資等評価基準等について

もより保守的な観点から見直すことを検討しております。その結果、平成20年６月期以降に併せて数十

億円から最大百数十億円の追加損失が発生する可能性があります。本契約に基づく200億円の資本増強

は、これらの追加損失の発生リスクに備え、安定的な財務基盤を維持するために必要な規模と考えてお

ります。 

今後は、新経営陣、ロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタルと一体となり、有利子負

債の圧縮等を図ることによる財務体質の強化および更なる収益力の向上に努め、早期に株主価値の増強

を実現できるよう努力してまいります。 
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株主各位、関係各位におかれましては、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 
4. 今後の日程 
 平成19年8月29日（本日）   本増資に係る株式引受契約締結・調印 

本増資に係る第三者割当てによる普通株式および優先株式の発行

取締役会決議 

 

平成19年9月3日（予定） 臨時株主総会招集のための基準日設定公告 

 

平成19年9月18日（予定） 臨時株主総会の基準日 

 

平成19年10月下旬（予定）  臨時株主総会（資本金減少、資本準備金減少、授権株式数の拡大・

優先株式に関する定款変更、普通株式および優先株式の有利発行、

新任取締役および新任監査役選任等付議予定） 

 

平成19年11月上旬（予定）  本増資に係る払込期日 

 

平成19年11月下旬（予定）  資本金減少、資本準備金減少の効力発生 

 
以 上 


