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第三者割当による新株式発行のお知らせ 

 

当社は、平成20年１月17日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行に関し、

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 

I．第三者割当による新株式の発行 
１．第三者割当により発行される株式募集の目的 
当社は前事業年度（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）に、取引先の経営破綻や

子会社の整理等により、特別損失を計上する一方で企業グループの再編を行ってまいりました。

昨年 11 月には債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資を実施、

財務体質の改善、経営基盤の安定化に努めてまいりました。これらの結果、平成 19 年 10 月

31 日現在 660,157 千円であった有利子負債は、前期末（平成 19 年 12 月 31 日）時点で 473,834
千円に減少しましたが、依然として財政状態は厳しいものとなっております。さらなる財務状

態の改善が必要であると判断し、今後の運転資金として、60,012 千円の第三者割当増資を実施

することといたしました。 
 
2．調達資金の額及び使途等 
第三者割当による新株式の発行により、60,012 千円を調達し、運転資金に充当いたします。 
 

3． 近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（1） 近３年間の業績（単体）                  （単位：千円） 

決算期  平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 

売上高    433,620 827,690 737,930 

営業利益  99,099 46,116 △7,825 

経常利益  96,001 28,233 △17,779 



 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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当期純利益  84,881 13,383 △313,568 

１株当たり当期純利益（円） 8,924.54 1,136.77 △8,007.77 

１株当たり配当金    （円） － － － 

１株当たり純資産    （円） 27,346.53 57,438.85 26,854.94 

 
（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種 類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数  58,219株 100％ 

現時点の行使価額における潜在株式数 4,252株 7％ 

（注）平成 17 年 9 月 9 日及び平成 18 年 4 月 28 日に発行しました新株予約権につきましては、その全部について 

行使価額が市場価額を上回っているため、上記潜在株式数には含めておりません。 

 

(3) 近の株価の状況  

① 近３年間の状況 

  平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期  

始 値  251,000円 245,000円 41,000円 

高 値  291,000円 264,000円 57,800円 

安 値  168,000円 31,100円 13,900円 

終 値  235,000円 42,450円 18,000円 

（注）1. 当社株式は平成17年11月17日から株式会社名古屋証券取引所（セントレックス市場）に上場されております。 

2. 平成18年2月1日付けで、株式１株につき2株の株式分割を行っております。 

 

② 近６か月間の状況 

 7月  8月  9月  10月  11月  12月  

始 値  38,950円 36,200円 23,010円 15,010円 19,500円 21,000円

高 値  39,000円 42,500円 23,100円 25,700円 20,590円 21,500円

安 値  30,800円 21,010円 13,900円 14,410円 16,500円 17,000円

終 値  37,000円 22,710円 14,900円 19,500円 20,590円 18,000円

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

平成20年１月16日現在  

始 値  16,500円 

高 値  18,000円 

安 値  16,500円 

終 値  18,000円 



 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 

 3

 

（4）今回のエクイティ・ファイナンスの状況  

・第三者割当増資 

発行期日  平成20年2月1日  

調達資金の額  60,012,000円  

募集時点における発行済株式数  58,219株  

当該増資による発行株式数  3,334株  

募集後における発行済株式総数  61,553株  

割当先  朝田篤、萩谷史郎（２名） 

（注）詳細は、６ページ【新株式の発行要領】をご覧下さい。 

 

(5) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・公募増資  

発行期日  平成17年11月17日 （株式上場） 

調達資金の額  471,750,000円（発行価額110,500円）  

募集時における発行済株式数  12,700株  

当該増資による発行株式数  3,000株  

当初の資金使途  運転資金、設備資金 

支出予定時期  平成17年11月～平成18年８月 

現時点における充当状況  当初の目的に従い充当済であります。 

 

・株式分割 

発行期日  平成18年2月1日  

調達資金の額  0円（発行価額 0円）  

募集時における発行済株式数  16,500株  

当該増資による発行株式数  16,500株  

当初の資金使途  株式無償分割に付き無し 

支出予定時期  株式無償分割に付き無し 

現時点における充当状況  株式無償分割に付き無し 

 

・第三者割当増資 

発行期日  平成18年7月24日  

調達資金の額  200,000,000円（発行価額 40,000円） 

募集時における発行済株式数  35,000株  

当該増資による発行株式数  5,000株  



 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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当初の資金使途  運転資金 

支出予定時期  平成18年９月～平成19年２月 

現時点における充当状況  当初の目的に従い充当済であります。 

 

・第三者割当増資 

発行期日  平成19年3月5日  

調達資金の額  300,000,000円（発行価額 50,000円） 

募集時における発行済株式数  46,956株  

当該増資による発行株式数  52,956株  

当初の資金使途  運転資金  

支出予定時期  平成19年３月～平成19年10月  

現時点における充当状況  当初の目的に従い充当済みであります。 

 

・第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ） 

発行期日  平成19年11月30日  

調達資金の額  99,997,000円（発行価額 19,000円）  

募集時における発行済株式数  52,956株  

当該増資による発行株式数  5,263株  

当初の資金使途  運転資金  

支出予定時期  平成19年８月～平成19年12月  

現時点における充当状況  当初の目的に従い充当済みであります。 

 

4．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成19年11月30日現在） 募集後（平成20年１月31日） 

有限会社グローバルキャピタル     19.6% 

藤田幹夫                         12.6% 

株式会社アドバックス              8.5% 

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ    7.9% 

松井証券株式会社（一般信用口）    6.9% 

三菱商事株式会社                  3.4% 

ｸﾞﾚｰﾄ ﾋﾞｶﾞｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ     3.4% 

ライゼン ムーン リミテッド        3.4% 

小林祐司                          1.5% 

細川徳生                          1.0% 

有限会社グローバルキャピタル     18.6% 

藤田幹夫                         11.9% 

株式会社アドバックス              8.1% 

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ    7.5% 

松井証券株式会社（一般信用口）    6.6% 

朝田篤                           4.5% 

三菱商事株式会社                  3.2% 

ｸﾞﾚｰﾄ ﾋﾞｶﾞｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ     3.2% 

ライゼン ムーン リミテッド        3.2% 

小林祐司                          1.4% 

(注)1. 大株主につきましては、平成19年6月30日（中間期末日）現在の株主名簿を基準に作成しております。 



 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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2. 募集前の持株比率は、平成19年6月30日（中間期末日）現在の株主名簿に、平成19年11月30日の第三者割当（デット・

エクイティ・スワップ）による新株式発行による増加分を反映したものです。 

3．募集後の持株比率は、平成19年6月30日（中間期末日）現在の株主名簿に、平成19年11月30日の第三者割当（デット・

エクイティ・スワップ）及び今回の第三者割当による新株式発行による増加分を反映したものです。 

4．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が、2,047株あります。 

 

5．業績への影響の見通し 

なお、今回の増資に伴う平成19 年12 月期の業績への影響はありません。 

 

6．発行条件等の合理性 

（1）発行価額の算定根拠 

本増資に係る取締役会決議日の前営業日までの１ヶ月（平成19年12月17日から平成20年１月

16日）の株式会社名古屋証券取引所（セントレックス市場）における当社普通株式の終値の平

均値（18,047円）を参考として、発行価額を18,000円（0.3％ディスカウント）といたしました。

これは当社を取り巻く事業環境、 近の業績や資本充実の必要性を踏まえ、割当先との協議の

結果、決定いたしました。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

必要資金と当社株価等を勘案し、決定いたしました。今回の第三者割当増資による新規発行

株式数3,334株は、現在の発行済株式数に対して5.7％に相当します。今回の第三者割当増資に

より株式の希薄化は生じますが、割当先である朝田篤、萩谷史郎の両氏はそれぞれ当社グルー

プの一翼を担う事業の責任者となる予定です。これらは将来的な収益の向上に寄与するものと

考えておりますので、今回の第三者割当増資は既存株主にとっても合理的であると考えており

ます。 

 

7．割当先の選定理由 

（1）割当先の概要 

 

（ア）朝田篤 

割当先の氏名    朝田篤 （持株比率4.5％ 払込金額50,004,000円） 

住所        東京都目黒区 

当社との関係    当社の取引先である株式会社フォト・ウェーブの代表で筆頭株

主であると共に、株式会社インターネットペイメントサービス

の主要株主であります。 

当社への出資状況  該当事項なし 

 

 



 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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（イ）萩谷史郎 

割当先の氏名    萩谷史郎 （持株比率0.9％ 払込金額10,008,000円） 

住所        千葉県松戸市 

当社との関係    該当事項なし 

当社への出資状況  該当事項なし 

 

（2）割当先を選定した理由 

今回の割当先である朝田篤氏は、当社の取引先である株式会社フォト・ウェーブの代表で筆

頭株主であると共に、株式会社インターネットペイメントサービスの主要株主でもあります。

また、萩谷史郎氏は、当社グループの事業責任者に就任予定であります。 

 

（3）割当先の保有方針 

割当先である朝田篤氏、萩谷史郎氏から、割当株式については、短期での売買を目的として

いるものではない旨の報告を受けております。また、当社は割当先に対し、発行日(平成20年２

月１日)より２年以内に新株式を譲渡する場合には、その旨を当社に速やかに報告する旨の確約

を依頼する予定であります。 

 

【新株式の発行要領】 

（1）発行新株式数       3,334株 

（2）発行価額       18,000円 

（3）発行価額の総額   60,012,000円 

（4）資本組入額   30,006,000円 

（5）募集又は割当方法   朝田篤氏、萩谷史郎氏に対する第三者割当 

（6）申込日      平成20年２月１日(金) 

（7）払込期日      平成20年２月１日(金) 

（8）新株券交付日     株券不発行の申出を受けております。 

（9）その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容 

当社は割当先に対し、発行日(平成20年２月１日)より２年以内に新株式を譲渡する場合

には、その旨を当社に速やかに報告する旨の確約を依頼する予定であります。 

（10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以 上 


