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株主による新株発行差止仮処分の申立てに関するお知らせ 

 

当社が平成20年8月28日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び新株予約権

の発行につき、当社の株主から当該新株発行の差止請求に係る仮処分の申立てがなされましたので、下記の通り

お知らせ致します。 

 

記 

 

1． 差止の請求に至った経緯 

当社は、平成20年8月28日開催の取締役会において、株式会社ジェネシスダイナミクスを割当先として、第三者

割当による新株式及び新株予約権を発行し、資本業務提携を通じて、企業グループとして経営の強化を図り、基盤

事業である「ホット･ヨガ事業」から派生し、シナジー効果の得られる新規事業を展開することを決議しております。 

しかしながら、当社株主より平成20年8月29日付けで、当該新株発行を差止める仮処分の申立てが東京地方裁

判所に行われました。 

 

2．仮処分の申立てをした株主の名称等 

(1) 名称 藤居 賢司 

(2) 所有株式数（所有割合） 400株 （0.0001%） 

(3) 当社との関係  株主 

 

3．申立てがなされた日 

平成20年8月29日 

 

4．申立ての内容・理由 

平成20年8月29日開催の当社取締役会において決議された第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に

つき、不公正な方法による発行に該当するなどの理由とし、その発行を差し止める仮処分の申立て。 

 

 

 



5．今後の見通し 

決議された第三者割当による新株式及び新株予約権の発行につき、不公正な方法による発行に該当するなど

の事実は当社では全く無いと判断しており、事実関係を含め全面的に法廷で争う予定です。今回の申立ての動向

につきましては適時開示して参ります。 

また、今回の申立てが差止請求に該当しないと判断された際には、本申立てが悪意のある内容であると判断せ

ざるを得ず、当社として刑事告訴も含め徹底的に争うつもりでおります。 

 

以 上 



参考 新株式の発行要項 

 

１．  発行新株式             当社普通株式 

２．  発行株式数             150,000,000 株 

３．  払込金額              １株につき 5 円 

４．  払込金額の総額        金 750,000,000 円 

 （注） 発行価額の総額は、上記発行価額×発行新株式数を表示しておりますが、本募集株式の対価となる財産は、不動産で

あり、当該財産の価額は750,000,000円となります。 

５．  増加する資本金の額      １株につき 2.5 円 

６．  増加する資本金の総額     金 375,000,000 円 

７．  増加する資本準備金の額    １株につき 2.5 円 

８．  増加する資本準備金の総額  金 375,000,000 円 

９．  払込期日              平成 20 年 9 月 12 日（予定） 

１０． 新株式の割当を受ける者及び割当てる新株式の数 

(1) 割当先    

① （住 所） 東京都豊島区東池袋五丁目 50 番 6 号 

② （名 称） 株式会社ジェネシスダイナミクス 

(2) 割当てる新株式の数    150,000,000 株 

１１． 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

当社は、割当先より、割当新株式を２年以内に譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約書を受け入れる

予定です。 

１２． 払込金額の決定 

払込金額の算定方法は、平成 20 年 8 月 18 日から平成 20 年 8 月 26 日までの、東京証券取引所における 7 営業日の当

社普通株式の終値の平均 4.57 円の 109.4％の１株あたり 5 円といたしました。 

 



参考 新株予約権の発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 ニューディール株式会社 第 12 回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) 

２. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以

下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、150,000,000 株（本新株予約権 1 個あたりの目的である当

社普通株式の数（以下「割当株式数」という。）は、当初 1,000,000 株）とする。但し、本項第(3)号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。 

(3) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第 9 項第(2)号に定義される。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式

によって調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行

われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。 

 

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 10 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 10 項第(2)号及び第(5)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並びにその理由、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、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、

適用の日の前日までに前期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。   

３． 本新株予約権の総数                150 個 

４. 各本新株予約権の払込金額          本新株予約権１個あたり金 250,000 円 

５. 本新株予約権の払込金額の総額      37,500,000 円 

６． 割当日   平成 20 年 9 月 12 日 

７． 払込期日   平成 20 年 9 月 12 日 

８． 募集の方法及び割当先  第三者割当の方法により、全てを株式会社ジェネシスダイナミクスに割り当てる。 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に行使請求にかかる割当株式

数を乗じた額（円位未満小数第 1 位まで算出し、小数第 1 位を切上げる。）とする。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1 株あたりの払込金額（以下「行使価額」

という。）は、当初 0 円とする。 

10. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又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。 

交付株式数 ×
1 株あたりの 

払込金額 
既発行

株式数

 

＋
時 価 

調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既発行株式数  ＋  交付株式数 



 

 (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(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、当社の発行した取得請

求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又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。以下本号において同じ。）その他の証券若しくは権利の請求又は行

使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期間 終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための

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 株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行する場合。 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当

てについて当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主（普通株主を除く。）に当社

普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株式若

しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る対価を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合

を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は

権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付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（新株予約権の場合は割当日、また無償割当ての場合は効力発生日の翌日）以降、

これを適用する。但し、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適

用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式若しくは取得条

項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、

当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又

は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付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、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の

効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①

乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予

約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 
 

(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 
 

株式数＝ 
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る。 

 (3)  行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が 1 円未満にとどまる限りは、行使

価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、

行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を切捨てる。 

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に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終



値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（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、小数第 2 位を切

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（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合はその日、

基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は調整後の行使価額を適用する日の 1 ヶ月前の日におけ

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の数を控除した数とする。また、本項

第(2)号②の基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5) 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、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のた

めに行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又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。 

 (6) 本項に定めるところにより行使価額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並びにその事由、調整

前の行使価額、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、適用の日の前日までに本新株予約権者に

通知する。但し、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。 

11． 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年 9 月 16 日から平成 22 年 9 月 15 日（但し、第 13 項に従って本新株予約権が取得される場合、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 1 日後）までとする。なお、行使期間 終日が営業日でない場合はそ

の前営業日を 終日とする。 

12． その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

13． 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

(1) 当社は、当社が吸収合併による消滅並びに株式交換又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

主総会で決議し、当該株式交換又は株式移転の効力発生日以前の取締役会において本新株予約権を取得する日を定

めた場合、会社法273 条第2 項の規定に従って通知又は公告したうえで、かかる取得日に、その時点において残存する

本新株予約権の全部を発行価額と同額で取得することができる。 

 (2)  当社は、取締役会が、発行価額と同額で本新株予約権を取得することを決議した場合は、当社取締役会で定める取得日

の１ヶ月以上前までに通知又は公告したうえで、かかる取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部又

は一部を発行価額と同額で取得することができる。一部を取得する場合は、抽選その他の合理的な方法により行うもの

とする。 

 14. 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) 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、本項第(1)号記載の資本金等増

加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

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、取締役会の承認を受けなければこれをすることができないものとする。 



16． 本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り本新株予約権証券を発行する。 

17． 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、 近の当社普通株式の株価、当社普通株式の価格変動性（ボラティリティ）等を前提

に、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションまたはブラックショールズ・オプション・プライシング・モ

デル等を用いた場合、発行価額は株価の 5％から 30％程度に計算されるのが通常であることを考慮し、割当先である株式

会社ジェネシスダイナミクスと協議いたしました結果、金 250,000 円を本新株予約権の 1 個あたりの払込金額とした。また、

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、平成 20 年 8 月 18 日から平成 20 年 8 月 26 日までの、東京証券

取引所における 7 営業日の当社普通株式の終値の平均 4.57 円の 109.4％の 1 株あたり 5 円とし、新株予約権 1 個あたり

5,000,000 円とした。 

18. 本新株予約権の行使の方法及び行使請求の効力発生日 

(1) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 20 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。）におい

てこれを取り扱う。 

(2) ① 本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下「行使請求書」という。）に、行使しようとする

本新株予約権を表示し、その行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等を記載して、

これに記名捺印した上、行使可能期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

② 本新株予約権を行使しようとする場合、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出資の目的とさ

れる金銭の全額を第 21 項に定める払込取扱場所の指定の口座に振込むものとする。 

③ 行使請求受付場所に対し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。 

(3) 本新株予約権の行使の効力は、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行

使に際して出資される金銭の全額が本項第(2)号②に定める口座に入金された日又は本新株予約権を行使する日として

行使請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日に発生する。 

19． 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

20． 行使請求受付場所 ニューディール株式会社 管理本部 

東京都新宿区新宿二丁目 6 番 8 号 

21. 払込取扱場所  株式会社三井住友銀行 新橋支店 

東京都港区新橋一丁目 8 番 3 号 

22. その他 

(1)  その他本新株予約権発行に関して必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

(2)  会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じ

る。 
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