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平成 19年 12 月 19 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  取締役 経営管理本部長兼経営企画室長 三井 規彰 

電話 03-5572-6011  

 

第三者割当による新株式発行の払込完了及び 

親会社等、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 11 月 16 日開催の当社取締役会における決議の後、平成 19 年 12 月 18 日開催の当社臨時

株主総会において承認された第三者割当による新株式発行に関して、本日、下記のとおり払込が完了

いたしましたのでお知らせいたします。 

また、これにより当社の親会社等、主要株主である筆頭株主に異動がございますので、あわせてお

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.募集新株式の内容 
1.発行新株式数 普通株式 250,000 株 

2.払込金額 １株につき金 4,000 円 

3.払込金額の総額 1,000,000,000 円 

4.資本組入額 １株につき金 2,000 円 

5.資本組入額の総額 500,000,000 円 

6.申込期間 平成 19年 12 月 18 日（火）から 

平成 19年 12 月 19 日（水）まで 

7.払込期日 平成 19年 12 月 19 日（水） 

8.新株券交付日 平成 19年 12 月 19 日（水） 

9.割当先及び割当株式数 産業再生ファンド投資事業組合 250,000 株 

10.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 12 月 19 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。 

11.前各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

12.前各項については、本株主総会における、第４号議案である第三者割当による新株式の有利発行

の件の承認決議を条件とする。 
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２．特に有利な価額をもって募集株式を発行する理由及び払込金額の決定方法 
   今回第三者割当増資により調達する資金は、当社が平成 19年 12 月期中に確実に債務超過を

解消した上で上場企業として存続し、さらには当社の企業価値向上、経営状況・財務状況の改

善及び当社信用補強を実現し、成長企業として再度の飛躍を果たすため、まずは当社の財務体

質の改善を図り、当社のあらたな収益モデルを構築により収益構造を抜本的に見直し当社の収

益基盤及び財務基盤を磐石なものにするために必要な資金であります。 

一方、当社が経営の安定化を図るためには、当社株式を中長期で保有いただける安定株主の

存在が必要であると認識しております。 

そこで、新株式発行を決議した取締役会の前日の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 4,920 円を参考としながら、割当先である産業再生ファンド投資事業組

合との間で協議を重ねた結果、１株あたりの払込金額を 4,000 円といたしました。 

なお、平成 19年 12 月 18 日開催予定の臨時株主総会において、株主の皆様にもご承認いただ

いた上で、上記価格をもって本新株式を発行いたします。 

 

 

Ⅱ．親会社等、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 11 月 16 日開催の当社取締役会において決議の後、平成 19 年 12 月 18 日開催の当社

臨時株主総会において承認された第三者割当による新株式発行に伴い、平成 19年 12 月 19 日付に

て、親会社等、主要株主である筆頭株主に異動が生じたものです。 

 

 ２．親会社等、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）親会社等、主要株主である筆頭株主の名称 

①名 称  産業再生ファンド投資事業組合 

   ②本 店 所 在 地  神奈川県横浜市都筑区牛久保東一丁目９番 23号フェローハイム 102号 

③代 表 者  業務執行組合員 坂本博則 

④主な事業内容  投資業 

  

  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 

 所有議決権数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
株主順位 

異動前 － － － 

異動後 
250,000 個 

（250,000 株） 

33.98% 

（33.98%） 
第１位 

①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 

②異動前（平成 19年 12 月 18 日現在）の発行済株式総数（※）       485,778 株 

③平成 19年 12 月 19 日現在の発行済株式総数               735,778 株 

 

    ※平成 19 年 10 月 15 日現在の株主名簿に、その後提出された大量保有報告書および平成 22

年 10 月 15 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債の転換状況を加味した発行済株式総

数となっております。 
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 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 

①名 称  チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 

   ②本 店 所 在 地  大阪市北区天満３－８－10 

③代 表 者  業務執行組合員 株式会社クワニー 

④主な事業内容  投資業 

  

  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 

 所有議決権数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
株主順位 

異動前 
165,590 個 

（165,590 株） 

34.09% 

（34.09%） 
第１位 

異動後 
165,590 個 

（165,590 株） 

22.51% 

（22.51%） 
第２位 

①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 

②異動前（平成 19年 12 月 18 日現在）の発行済株式総数（※）       485,778 株 

③平成 19年 12 月 19 日現在の発行済株式総数               735,778 株 

 

    ※平成 19 年 10 月 15 日現在の株主名簿に、その後提出された大量保有報告書および平成 22

年 10 月 15 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債の転換状況を加味した発行済株式総

数となっております。 

 

 

 ４．異動年月日 

   平成 19年 12 月 19 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

【ご参考】 

 Ⅰ．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 12 月 18 日）  485,778 株 

  ２．新株式発行による増加株式数          250,000 株 

  ３．新株式発行後の発行済株式総数         735,778 株 

  ４．新株予約権の行使による増加株式数          0 株 

 

 

 Ⅱ．大株主及び持株比率 
今般発行した新株式発行後の大株主の状況 

（平成 19 年 12 月 19 日現在）  
※注１ 

今般発行した新株予約権行使及び既発行無担保

転換社債型新株予約権付社債株式転換後の状況 

※注２ 

産業再生ファンド投資事業組合 33.98％ NK２事業再生投資事業有限責任組合 31.72％ 

チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 22.51％ Sunlife Investment Corporation 28.49％ 

NK2 事業再生投資事業有限責任組合 3.09％ 産業再生ファンド投資事業組合 11.87％ 

日本証券金融株式会社 0.77％ チャレンジ・ジャパン１号投資事業組合 7.86％ 

UBS ﾛﾝﾄﾞﾝ IPB ｾｸﾞﾘｹﾞｲﾃｯﾄﾞ・ｸﾗｲｱﾝﾄ 0.69％ BRIGHTPACIFIC INVESTMENT LTD 5.94％ 

小杉産業株式会社 0.34％ 日本証券金融株式会社 0.27% 

株式会社クラウンパッケージ 0.34％ UBS ﾛﾝﾄﾞﾝ IPB ｾｸﾞﾘｹﾞｲﾃｯﾄﾞ・ｸﾗｲｱﾝﾄ 0.24％ 

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ   

ｱｶｳﾝﾂ ｲｰ ｱｲﾋﾞｰｴﾙ 
0.31％ 小杉産業株式会社 0.12％ 

覺田 孝二 0.27％ 株式会社クラウンパッケージ 0.12％ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 0.21% 
ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ    

ｱｶｳﾝﾂ ｲｰ ｱｲﾋﾞｰｴﾙ 
0.11％ 

  ※注１ 

上記、今般発行した新株式発行後の大株主の状況は、平成19年 10月 15日現在の株主名簿に、

その後提出された大量保有報告書及び平成22年 10月15日満期無担保転換社債型新株予約権

付社債の転換状況を加味して作成しております。 

なお、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は考慮しておりません。 

※注２ 

上記、今般発行した新株予約権行使及び既発行無担保転換社債型新株予約権付社債株式転換

後の状況は、今般の第三者割当による新株式の発行及び、平成 19年 10 月 15 日に発行した平

成 22年 10 月 15 日満期無担保転換社債型新株予約権付社債、株式会社タスコシステム第５回

新株予約権並びに、今般の第三者割当による新株予約権の全てが行使もしくは株式に転換さ

れた場合のものであります。 

ただし、上記は、平成 19年 12 月 19 日時点として作成していることから、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。 

 

 

 



 5 

Ⅲ．第三者割当による新株予約権の発行要領 

 １．募集新株予約権の内容 

1.本新株予約権の名称 株式会社タスコシステム第６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 7,250 個 

3.本新株予約権の払込金額 無償とする。 

4.本新株予約権の払込期日 該当事項なし。 

5.本新株予約権の割当日 平成 19年 12 月 18 日 

6.募集の方法 第三者割当の方法により、 6,000 個を Sunlife Investment 

Corporation、1,250 個を BRIGHTPACIFIC INVESTMENT LTD に割り当て

る。 

7.本新株予約権の目的であ

る株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式

725,000 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12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.本新株予約権の目的であ

る株式の数の調整 

(1)当社が第 12 項の規定に従って行使価額(第 9 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  
 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 12 項

に定める調整前行使価額及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 12 項第

(2)号及び第(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

その旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及び

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 12 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.本新株予約権の行使時の

払込金額及び行使価額の

決定方法 

 

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行を決議した取締役会

の前日の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4,920円を参考としながら、割当先であるSunlife Investment 

Corporation 及び BRIGHTPACIFIC INVESTMENT LTD との間で協議を重

ねた結果、１株あたりの行使価額を 4,000 円とした。 

また、かかる行使価額その他新株予約権の内容及び割当先との間

で、確実に資本注入が受けられる状態を構築することにより、当社の

企業価値向上、経営状況・財務状況の改善及び当社信用補強を実現し、

成長企業として再度飛躍することが必要であることなどを考慮の上、

本新株予約権の割当に対する金銭の払込みを要しないことにした。 



 6 

10.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 4,000 円 

２．資本組入額 １株あたり 2,000 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。 

11.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。 

12.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株あたりの 

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

合及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 19項第(2)号の規定を準用する。 
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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

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、
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当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前の行

使価額、または調整後の行使価額及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は、

適用の日以降すみやかにこれを行う。 

13.本新株予約権の権利行使

期間 

平成 19 年 12 月 19 日から平成 20 年 12 月 18 日まで(ただし、第 14

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。 

14.本新株予約権の取得事由

及び取得の条件 

(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、当該取得日に無償にて、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、当該取得日に無償にて、残存する本新株予

約権の全部を取得する。 

15.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。 

16.本新株予約権行使請求及

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 17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 18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。 

17.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 

18.本新株予約権の行使に関 株式会社みずほ銀行 銀座通支店 
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する払込取扱場所 東京都中央区銀座五丁目８番15号 

19.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、行使請求書及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。 

20.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。 

21.前各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

22.前各項については、本株主総会における、第５号議案である第三者割当による新株予約権の有利

発行の件の承認決議を条件とする。 

 

２．特に有利な価額をもって募集新株予約権を発行する理由 

今回第三者割当増資により調達する資金は、当社が平成 19年 12 月期中に確実に債務超過を解

消した上で上場企業として存続し、さらには当社の企業価値向上、経営状況・財務状況の改善及

び当社信用補強を実現し、成長企業として再度の飛躍を果たすため、まずは当社の財務体質の改

善を図り、当社のあらたな収益モデルを構築により収益構造を抜本的に見直し当社の収益基盤及

び財務基盤を磐石なものにするために必要な資金であります。 

一方、当社が経営の安定化を図るためには、当社株式を中長期で保有いただける安定株主の存

在が必要であると認識しております。 

そこで、新株予約権発行を決議した取締役会の前日の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 4,920 円を参考としながら、割当先である Sunlife Investment 

Corporation 及び BRIGHTPACIFIC INVESTMENT LTD との間で協議を重ねた結果、１株あたりの行使

価額を 4,000 円といたしました。 

また、かかる行使価額その他新株予約権の内容及び割当先との間で、確実に資本注入が受けられ

る状態を構築することにより、当社の企業価値向上、経営状況・財務状況の改善及び当社信用補強

を実現し、成長企業として再度飛躍することが必要であることなどを考慮の上、本新株予約権の割

当に対する金銭の払込みを要しないことにしました。 

なお、平成 19年 12 月 18 日開催予定の臨時株主総会において、株主の皆様にもご承認いただい

た上で、上記価額をもって本新株予約権を発行いたします。 

 

 

 

以上 


