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                                     平成20年２月14日 

   各     位 

静岡県静岡市葵区呉服町１丁目６番地の９  

                          株 式 会 社 す み や 

代表取締役社長 矢田 猛 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード9939） 

問い合わせ先 

責任者役職名   取 締 役 

氏    名   村田 健一郎 

電    話  （054）254－2331 

 

 

 

第三者割当による新株式（優先株式）発行に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成 20 年２月 14 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（優先株式）

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。なお、かかる新株式（優

先株式）の発行は、平成 20 年６月 27 日開催予定の定時株主総会（基準日：平成 20 年３月 31 日）

での議案の承認を条件としております。 

 

 
記 

 
 
 優先株式発行要項（第一回第２種優先株式） 

（１）発行株式の種類・銘柄   株式会社すみや第一回第２種優先株式 

（以下「第一回第 2 種優先株式」という。） 

（２）発行可能種類株式総数   1,000,000 株 

（３）発行株式数        優先株式 1,000,000 株 

（４）発行価格         １株につき   2,000 円 

（５）発行価額の総額      2,000,000,000 円 

（６）資本組入額        １株につき   1,000 円 

（７）資本組入額の総額     1,000,000,000 円 

（８）発行方法         株式会社ＴＳＵＴＡＹＡに全株を割り当てる方法により発行する 

（９）申込期日         平成 20 年７月 14 日 

（１０）払込期日         平成 20 年７月 14 日 

（１１）新株券交付日       平成 20 年７月 14 日 

 

 

なお、かかる株式（優先株式）発行は、平成20年６月27日開催予定の定時株主総会（基準日：平成20

年３月31日）での議案の承認を条件としております。 

  

 

 

 

 

この文書は当社の新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的とし

て作成されたものではありません。 
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第一回第２種優先株式発行要項 

 

1. 発行株式の種類・銘柄 株式会社すみや第一回第 2 種優先株式（以下「第一回第 2 種優先株式」と

いう。） 

  

2. 発行可能種類株式総 

  数 

1,000,000 株 

  

3. 発行株式数 優先株式 1,000,000 株 

  

4. 発行価格 １株につき 2,000 円 

  

5. 発行価額の総額 2,000,000,000 円 

（注）発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。 

  

6. 資本組入額 １株につき 1,000 円 

（注）資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。（以下、

同じ。） 

  

7. 資本組入額の総額 1,000,000,000 円 

  

8. 資本準備金組入額  １株につき 1,000 円 

（注）資本準備金組入額は、会社法上の増加する資本準備金の額でありま

す。（以下、同じ。） 

  

9. 資本準備金組入額の 

総額 

1,000,000,000 円 

  

10. 申込期日 平成 20 年 7 月 14 日（月曜日） 

  

11. 払込期日 平成 20 年 7 月 14 日（月曜日） 

  

12. 発行方法 株式会社 TSUTAYA に全株を割り当てる方法により発行する。 

  

13. 種類株式の内容 （注）以下(1)ないし(7)は、会社法に基づき当会社の取締役会決議を経た

優先株式要項を抜粋したものであります。したがいまして、以下の(1)ない

し(7)の文言は、会社法に基づき記載されており、「募集」等の一部の用語

については金融商品取引法上の同用語とは定義が異なります。 

(1)剰余金の配当  

①優先配当 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として金銭による剰余金の

配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第

一回第 2 種優先株式を有する株主（以下、「第一回第 2 種優先株主」という。）

及び第一回第 2 種優先株式の登録株式質権者（以下、「第一回第 2 種優先株

式質権者」という。）に対して、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」

という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」

という。）に先立ち、剰余金の配当を行う。但し、第一回第 2 種優先株主及

び第一回第 2 種優先株式質権者に対する剰余金の配当は、第一回第 1 種優

先株主及び第一回第 1 種優先株式質権者に対する剰余金の配当に劣後する

ものとする。 
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②優先配当金の額 

 

第一回第 2 種優先株式 1 株当たりの優先配当金（以下、第一回第 2 種優先

配当金」という。）の額は、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度毎

に、第一回第 2 種優先株式 1 株当たりの払込金額（2,000 円）に対し、下記

の年率（以下、「第一回第 2 種優先配当年率」という。）を乗じて算出され

た金額とする。第一回第 2 種優先配当金の額は、円単位未満少数第 4 位を

四捨五入する。計算の結果が 100 円を超える場合は、第一回第 2 種優先配

当金の額は 100 円とする。 

第一回第 2 種優先配当年率は、平成 20 年 7 月 15 日以降、次回年率修正日

（下記に定義される。）の前日までの各事業年度について、下記算式により

算出される年率とする。 

第一回第 2 種優先配当年率 

＝日本円 TIBOR（6 ヶ月物）＋0.5％ 

第一回第 2 種優先配当年率は、％未満少数第 4 位まで算出し、その少数第 4

位を四捨五入する。 

「年率修正日」とは、平成 20 年 7 月 15 日及びそれ以降の各年 4 月 1 日と

する。 

「日本円 TIBOR（6 ヶ月物）」とは、平成 20 年 7 月 15 日又は各年率修正日

（これらの日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「優先利益配当決定基

準日」という。）の午前 11 時における日本円 6 ヶ月物トーキョー・インタ

ー・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される

数値を指すものとし、優先利益配当決定基準日に日本円 6 ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、これに

代えて、同日（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロ

ンドン時間午前 11 時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市

場出し手レート（ユーロ円 LIBOR6 ヶ月物（360 日ベース））として英国銀行

協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるも

のを用いるものとする。 

③非累積条項 ある事業年度において第一回第 2 種優先株主又は第一回第 2 種優先株式質

権者に対し、上記②に定める第一回第 2 種優先利益配当金の全部又は一部

が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

④非参加条項 第一回第 2 種優先株主及び第一回第 2 種優先株式質権者に対しては、第一

回第 2 種優先利益配当金の額を超えて配当は行わない。 

  

(2)議決権 第一回第 2 種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。 

  

(3)残余財産の分配 第一回第 2 種優先株主及び第一回第 2 種優先株式質権者に対しては、残余

財産の分配は行わない。 

  

(4)譲渡制限 第一回第 2 種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の承

認を必要とする。 

  

(5)取得条項（強制償還条

項） 

当会社は、平成 20 年 7 月 15 日以降に開催される取締役会で定める日の到

来をもって、第一回第 2 種優先株主及び第一回第 2 種優先株式質権者の意

思にかかわらず、適用法の財務制限に従い、いつでも第一回第 2 種優先株

式の全部又は一部を、金銭を対価として交付するのと引換えに取得するこ

とができる。第一回第 2 種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき金
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銭の額は 1 株当たり 2,000 円とする。一部取得の場合は、直前期末の第一

回第 2 種優先株主名簿に記載又は記録された保有株式数による比例配分と

する。 

  

(6)取得請求権 第一回第 2 種優先株主は、下記①に定める期間（以下「取得請求期間」と

いう。）中、当会社に対して、第一回第 2 種優先株式を取得することを請求

することができるものとし、当会社は、第一回第 2 種優先株式を取得する

のと引換えに、下記②及び③に定める方法により算出される数の当会社普

通株式を第一回第 2 種優先株主に対して交付するものとする。但し、第一

回第 2 種優先株主が取得請求することができる第一回第 2 種優先株式の数

は、1 事業年度当たり 25 万株を上限とする。 

①取得請求期間 平成 21 年 7 月 1 日より平成 32 年 6 月 30 日までとする。 

②取得と引換えに交付

すべき普通株式数 

第一回第 2 種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

第一回第 2 種優先株式 1 株に対して、第一回第 2 種優先株式 1 株当たりの

発行価格を転換価額（下記に定義される。）で除して算出された数とする。

「転換価額」とは、平成 20 年 7 月 14 日に先立つ 45 取引日（終値のない日

数を除く。）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会社の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（終値のない日数を除く。）をいう。但し、

円単位未満少数第 2 位を四捨五入する。 

③取得と引換えに交付

すべき普通株式数の

調整 

第一回第 2 種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

当会社が、平成 20 年 7 月 15 日以降、1 株当たりの時価を下回る発行価格若

しくは処分価額をもって普通株式を発行し若しくは処分する場合、又は株

式分割により普通株式を発行する場合には、次の算式に従って調整される。

 

 

 

 

 

 

 

また、合併、資本金の減少又は会社分割等により取得するのと引換えに交

付すべき普通株式数の調整を必要とする場合には、当会社の取締役会が適

当と判断する普通株式数に調整する。 

④取得請求受付場所 住友信託銀行株式会社(予定) 

⑤取得の効力発生 取得請求書及び第一回第 2 種優先株式の株券が上記④に記載する取得請求

受付場所に到達した時点で、当会社は、第一回第 2 種優先株式を取得し、

当該取得請求を行った株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普

通株式の株主となる。但し、第一回第 2 種優先株式の株券が発行されない

ときは、株券の提出を要しない。 

⑥一斉取得条項 当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第一回第 2 種優先株式に

ついては、同期間の末日の翌日以降に開催される取締役会で定める日の到

来をもって取得するのと引換えに、第一回第 2 種優先株式 1 株当たり上記

②に従って算出される数の普通株式を交付することができる。第一回第 2

種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、上記③に従
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って調整されるものとする。 

  

(7)第一回第 2 種優先株式

の併合、分割又は募

集株式の割当を受け

る権利等 

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一回第 2 種優先株式に

ついて株式の併合若しくは分割又は株式無償割当若しくは新株予約権無償

割当を行わない。当会社は、第一回第 2 種優先株主に対し、募集株式の割

当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。 

  

 
１．増資の目的及び理由 

当社は、平成 18 年５月に実施した株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ（以下、ＴＳＵＴＡＹＡ）との資本・業務

提携の締結後、その効果を最大限に発揮すべく、中期計画を策定し、その方針に基づき諸施策を実施して

まいりました。しかしながら、主力商品であるＡＶソフト市況が想定よりも低位で推移したことや、本部

費他コスト削減の進捗に遅れが生じていることなどにより、当期の業績が計画を大幅に下回る見込みとな

りました。また、平成 19 年 12 月末日現在の財政状態は、総資産は前期末比４億 95 百万円減少し 73 億

83 百万円、有利子負債総額は前期末比１億円増加し 55 億円、負債総額は前期末比１億 85 百万円減少し

83 億 84 百万円、純資産は前期末比６億 81 百万円減少し、５億１百万円の債務超過となりました。この

ため、当社は従来の計画を見直し、新たに中期経営計画を策定いたしました。 

この計画推進にあたっては、将来的な収益向上に向けて適切な投資を行うための財務基盤の強化と当期

末に債務超過となることが見込まれる資本勘定の回復が急務であることから、ＴＳＵＴＡＹＡとの協議を

進め、新中期経営計画の初期段階である平成 20 年７月に同社への第三者割当増資を行うこととしたもの

です。これにより、ＴＳＵＴＡＹＡとの連携をさらに深め、商物流の統合や人材交流など幅広い分野での

緊密な提携関係を構築してまいります。 

 
２．調達する資金の額及び使途 
（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 
    調達する資金の総額    2,000,000,000 円 

    発行諸費用の概算額      2,000,000 円 

    差引手取概算額      1,998,000,000 円 

 
（２）調達する資金の具体的な使途 

新株式発行による調達資金の使途といたしましては、上記差引手取概算額 1,998,000,000 円全額を株式

会社ＴＳＵＴＡＹＡからの借入金返済に充当する予定であります。 

 
（３）調達する資金の支出予定時期 

平成 20 年７月中旬 
 
（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

本増資により、債務超過を解消することは、当社の現状における喫緊の課題であり、また、借入金の

削減に伴う金利負担の軽減は、当面予想される収益水準において与える効果も大きく、資金の使途とし

て合理的であると考えております。 
 

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

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

売上高（千円） 25,739,907 23,888,946 19,346,903

営業利益（千円） 155,060 59,664 △432,742

経常利益（千円） 11,201 14,166 △443,390

当期純利益（千円） △13,847 △4,567,345 △746,817

１株当たり当期純利益（円） △1.75 △577.73 △55.28

１株当たり配当金（円） － － －

１株当たり純資産（円） 388.29 △183.00 11.25
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（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 発行済み株式数に対する比率 

発行済株式数 16,841,074 株 100% 

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
5,000,000 株 22.89% 

下限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ － 

 

 

（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第一回第２種優先株式 

発行期日 平成 20 年７月 14 日（予定） 

調達資金の額 2,000,000,000 円 

発行時点における発行済株

式数 
16,841,074 株 

取得請求期間 平成 21 年７月１日より平成 32 年６月 30 日までとする。 

募集時における潜在株式数 

第一回第２種優先株式の普通株式への転換については（注）に記載の

取り決めであるため、現時点で潜在株式の算定は出来ません。 

（確定次第あらためてお知らせいたします） 

割当先 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

（注）第一回第２種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、第一回第２種優先株式

１株に対して、第一回第２種優先株式１株当たりの発行価格を転換価額で除して算出された数と

します。ここで「転換価額」とは、平成 20 年７月 14 日に先立つ 45 取引日（終値のない日数を

除きます。）に始まる 30 取引日（終値のない日数を除きます。）の株式会社ジャスダック証券取

引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含みます。）の平均値（終

値のない日数を除きます。）を指すものとします。但し、円単位未満少数第２位を四捨五入する

ものとします。 

 

 

（４）過去３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資（第１回第一種優先株式） 

発行期日 平成 18 年７月 14 日 

調達資金の額 2,000,000,000 円 

募集時点における 

発行済株式数 
8,737,717 株 

募集時における潜在株式数 5,000,000 株 

現時点における転換条件

（行使状況） 
転換済株式数（行使済株式数）：なし 

当初の資金使途 全額借入金の返済に充当 

支出時期 平成 18 年７月 14 日 

現時点における充当状況 全額当初使途に充当いたしました。 
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・第三者割当増資（普通株式の有利発行） 

発行期日 平成 18 年７月 14 日 

調達資金の額 495,000,000 円 

募集時点における 

発行済株式数 
8,737,717 株 

当初の資金使途 
商品仕入資金等の運転資金、将来に向けての店舗改装等の営業基盤強

化、借入金の返済による財務体質改善に充当 

支出時期 平成 18 年７月以降 

現時点における充当状況 
運転資金（商品仕入資金）に 284 百万円、店舗改装における設備投資

費用に 113 百万円、借入金の返済に 98 百万円充当いたしました。 

 

 

（５）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

（単位：円） 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

始値 147 151 204 

高値 180 377 439 

安値 126 140 118 

終値 150 203 132 

 

②最近６ヶ月の状況 

（単位：円） 

 
平成 19 年 

８月 

 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

平成 20 年 

１月 

始値 163 150 129 122 112 103 

高値 205 168 141 124 141 116 

安値 147 121 120 100 100 80 

終値 150 129 122 108 103 84 

 

 

 

４．募集後の大株主及び持株比率 
募集前（平成 19 年９月 30 日現在） 募集後（潜在株式未反映） 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 65.32% 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 65.32% 

株式会社静岡銀行 2.33% 株式会社静岡銀行 2.33% 

すみや社員持株会 1.16% すみや社員持株会 1.16% 

川邉 富代 1.13% 川邉 富代 1.13% 

川邉  卓 1.02% 川邉  卓 1.02% 

川辺  誠 1.01% 川辺  誠 1.01% 

川辺 純男 0.60% 川辺 純男 0.60% 

スルガ銀行株式会社 0.49% スルガ銀行株式会社 0.49% 

白鳥 浩二 0.37% 白鳥 浩二 0.37% 

静岡キャピタル株式会社 0.37% 静岡キャピタル株式会社 0.37% 
（注）募集後の持株比率は平成 19 年９月 30 日の株主名簿をもとに作成しています。なお、第一回第

２種優先株主は議決権を持たないため、募集前と募集後の持株比率は変動がございません。 
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５．業績への影響の見通し 

業績予想は、本日公表いたしました「平成 20 年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記

載のとおりであり、本件増資による業績への影響はありません。今回の増資により、債務超過を解消す

るとともに、借入金の削減に伴う金利負担の軽減により将来的な収益拡大を図ってまいります。 
 

・平成 20 年３月期通期業績予想                    （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 20 年３月期 15,200 △500 △450 △1,380 
 
 
６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

第三者割当を行う際の発行価額は、債務超過に陥った財務体質の改善が急務であることや、今後親会

社であるＴＳＵＴＡＹＡとさらなる連携強化を図ることなどを勘案し、割当先の意向も踏まえた上で決

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 

今回の第三者割当による新株式（優先株式）の発行数量は、必要資金と当社株価、財政状態等を勘案

し、決定いたしました。今回の第三者割当増資による優先株式が普通株式に転換された場合、株式の希

薄化が生じますが（注）、債務超過の解消、借入金の削減に伴う金利負担の軽減、それらによる経営基

盤の強化・企業価値の増大を図ることが出来るため、この第三者割当増資は既存株主にとって合理的で

あると判断いたしました。 
なお、本件とあわせて本日公表いたしました「新中期経営計画の策定に関するお知らせ」に記載のと

おり、今後は収益力強化のための仕組み作りと、財務体質の改善による筋肉質な企業構造の構築に注力

し、早期の黒字化を目指してまいります。 
 

（注）本資料６ページ、「（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況」に記載の第一回第２種優先株

式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数の算定根拠により、本日現在までの 30 取引日

（平成 19 年 12 月 26 日～平成 20 年２月 13 日）の株式会社ジャスダック証券取引所における当 

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値平均値 90.77 円で普通株式の発行数量を試算した場合、

22,033,711 株（56.68%）となります。（比率の計算根拠＝転換後の普通株式数／（既発行普通株

式数＋転換後の普通株式）） 

なお、この数値は、発行数量及び株式の希薄化の規模を想定いただくための試算数値で、実際の

転換価額は現時点では想定が困難であり、株式市場の動向によって変動することが想定されます

ので、ご注意ください。 
 
 
７．割当先の選定理由 
（１）割当先の概要 

（平成 19 年９月 30 日現在） 
商号 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

事業内容 ＤＶＤ・ＣＤ・書籍・雑誌、ＧＡＭＥのレンタル＆販売店「ＴＳＵＴ

ＡＹＡ」を全国に展開するフランチャイズ本部を運営。 
設立年月日 平成 18 年３月１日 

本店所在地 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 日下孝明 

資本金の額 5,000 百万円 

発行済株式総数 10,000 株 

純資産 18,800 百万円 

総資産 30,893 百万円 

事業年度の末日 3 月 31 日 

従業員数 650 名 
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主要取引先 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱、㈱TSUTAYA STORES、 
㈱MPD、㈱日本出版販売、ニューコ・ワン㈱、㈱日本電気、㈱ジャス

トコーポレーション、エヌ・ティ・ティ・コニュニケーションズ㈱、

丸善㈱、㈱EMI ミュージック・ジャパンほか 
大株主及び持株比率 
（平成 19 年９月 30 日現在) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  100% 

主要取引銀行 三井住友銀行 

資本関係 同社は 11,001 千株を保有する筆頭株主です。（議決権比率 69.02%）

取引関係 ＦＣ加盟契約を締結しております。 

人的関係 同社の役員２名（谷田昌広氏、木村元昭氏）を、当社の役員として受

け入れております。 

当社 
との 
関係 

関連当事者への 
該当状況 当社の親会社であり、関連当事者に該当いたします。 

最近２年間の業績 平成 19 年３月期 平成 18 年３月期 

売上高 35,578 百万円 3,043 百万円

営業利益 6,822 百万円 561 百万円

経常利益 7,141 百万円 579 百万円

当期純利益 3,664 百万円 436 百万円

 

 

（２）割当先を選定した理由 
割当先であるＴＳＵＴＡＹＡは、当初より当社の主要株主である筆頭株主であります。また、同社と

は平成 18 年５月に業務提携契約を締結しており、店舗運営のみならず、幅広い分野での協力体制を築

いてまいりました。 

本件に先立ち検討してまいりました新たな中期経営計画では、ＴＳＵＴＡＹＡとの商物流・情報シス

テムの統合や、相互の人材交流などにより、さらなる関係強化を進めることが主要な施策となっており

ます。このため、当社といたしましては、財務面を含めたさらなる関係の強化が、当社の事業拡大には

欠かせないものと考え、割当先として選定いたしました。 

 

（３）割当先の保有方針 
当社は第２種優先株式の割当先であるＴＳＵＴＡＹＡとの間において、ＴＳＵＴＡＹＡが、当社株式

を長期保有する方針であることを確認しております。 

 
（４）新株式の継続所有の取決めに関する事項 

当社は当該優先株式の割当先との間において、優先株式の発行から２年以内に優先株式及び優先株式

と引換えに交付された普通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、譲渡株式数等の内容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。 

 
 
 
【ご参考】 
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        普通株式    16,841,070 株（平成 19 年９月末日） 

              第一回第１種優先株式    1,000,000 株 

   （現在の資本金）                747,500,000 円 

     

  増資による増加株式数  第一回第２種優先株式    1,000,000 株 

   （増加資本金額）               1,000,000,000 円 

（増資後の資本金額）             1,747,500,000 円 

 
 
 

 

以 上 
 


