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第三者割当による新株式発行の一部失権および 

第６回新株予約権の払込完了に関するお知らせ 

 

平成20年10月30日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式発行及び第

６回新株予約権の発行につきまして、本日払込が終了し、一部の払込手続きを完了いたしましたが、

一部失権がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．第三者割当による新株式発行 

１． 第三者割当による新株式発行の結果 

平成20年10月30日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式発行（発行

予定総数 31,250株）につきましては、本日割当先である Eオーナーズ株式会社（割当株数：12,500

株）からは全額の払込が行われましたが、同じく割当先である株式会社TAIYO（割当株数：6,250株）

及び高尾ファンド・ワン株式会社（割当株数：6,250株）については、全額の払込が行われず、それぞ

れ3,125株、1,250株の一部のみに留まりました。 

失権の理由につきましては、先方の払込金の資金準備が間に合わなかったとの連絡を受けておりま

すが、詳細については現在確認中であります。 

なお、金銭の払込はありませんが、三井物産企業投資（業務執行組合員 三井物産企業投資株式会社）

の出資分（6,250株）については、予定通り、現物出資が行われました。 

 

 

 

 

 



２． 第三者割当による新株式発行に係る変更（変更部分には下線を付しております。） 

（１）募集概要 

【変更前】 

① 募集株式の種類及び数 普通株式 31,250株 

② 募集株式の払込金額 1株につき16,000円 

③ 払込金額の総額 500,000千円（注） 

④ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 250,000千円 

  増加する資本準備金の額 250,000千円 

⑤ 募集または割当の方法 第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てる 

  Ｅオーナーズ株式会社 12,500株 

  高尾ファンド・ワン株式会社  6,250株 

  株式会社TAIYO  6,250株 

  三井物産企業投資  6,250株（注） 

  （業務執行組合員 

 三井物産企業投資株式会社） 

 

⑥ 申込期日 平成20年11月16日 

⑦ 払込期日 平成20年11月17日 

⑧ 新株券交付日 平成20年11月17日 

（注）三井物産企業投資（業務執行組合員 三井物産企業投資株式会社）に割り当てる6,250株の払込金額100,000

千円につきましては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の額面150,000千円を同社から買入れした

際の売買代金100,000千円（支払期日：平成20年11月16日）と対当額にて相殺する方法（当社に対する100,000

千円の売買代金債権を現物出資する方法）によります。したがって、金銭による払込はありません。 

 

【変更後】 

① 募集株式の種類及び数 普通株式 23,125株 

② 募集株式の払込金額 1株につき16,000円 

③ 払込金額の総額 370,000千円（注） 

④ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 185,000千円 

  増加する資本準備金の額 185,000千円 

⑤ 募集または割当の方法 第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てる 

  Ｅオーナーズ株式会社 12,500株 

  高尾ファンド・ワン株式会社  1,250株 

  株式会社TAIYO  3,125株 

  三井物産企業投資  6,250株（注） 

  （業務執行組合員 

 三井物産企業投資株式会社） 

 

⑥ 申込期日 平成20年11月16日 



⑦ 払込期日 平成20年11月17日 

⑧ 新株券交付日 平成20年11月17日 

（注）三井物産企業投資（業務執行組合員 三井物産企業投資株式会社）に割り当てる6,250株の払込

金額100,000千円につきましては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の額面150,000千円

を同社から買入れした際の売買代金100,000千円（支払期日：平成20年11月16日）と対当額にて

相殺する方法（当社に対する100,000千円の売買代金債権を現物出資する方法）によります。し

たがって、金銭による払込はありません。 

 

（２）今回の増資による発行済株式数の推移 

【変更前】 

増資前発行済株式総数 17,679株 （増資前の資本金の額 1,361,076千円） 

増資による増加株式数 31,250株 （増加する資本金の額  250,000千円） 

増資後発行済株式総数 48,929株 （増資後の資本金の額 1,611,076千円） 

 

【変更後】 

増資前発行済株式総数 17,679株 （増資前の資本金の額 1,361,076千円） 

増資による増加株式数 23,125株 （増加する資本金の額  185,000千円） 

増資後発行済株式総数 40,804株 （増資後の資本金の額 1,546,076千円） 

 

（３）今回の増資による資金使途（調達額には現物出資分は含めておりません。） 

【変更前】 

調達方法 調達金額 資金使途 金額 

第三者割当新株発行 400,000 新株予約権付社債の償還および借入

金返済 

240,000 

  新株予約権付社債の買入消却 50,000 

  運転資金（販売管理費・店舗経費等） 107,000 

  発行諸費用 3,000 

合計 400,000 合計 400,000 

 

【変更後】 

調達方法 調達金額 資金使途 金額 

第三者割当新株発行 270,000 新株予約権付社債の償還および借入

金返済 

180,000 

  新株予約権付社債の買入消却 50,000 

  運転資金（販売管理費・店舗経費等） 37,000 

  発行諸費用 3,000 

合計 270,000 合計 270,000 



 

（４）大株主及び持株比率 

【変更前】 

募集前（平成20年10月30日現在） 募集後（平成20年11月17日（予定）） 

TRNコーポレーション株式会社 37.33％ Ｅオーナーズ株式会社 36.43％ 

Ｅオーナーズ株式会社 30.11％ 三井物産企業投資 

（業務執行組合員 

三井物産企業投資株式会社） 

13.86％ 

三井物産企業投資 

（業務執行組合員 

三井物産企業投資株式会社） 

3.02％ TRNコーポレーション株式会社 13.49％ 

株式会社スプートニク 2.73％ 高尾ファンド・ワン株式会社 12.77％ 

株式会社東広 1.32％ 株式会社TAIYO 12.77％ 

栗原博彦 0.81％ 株式会社スプートニク 0.99％ 

河原庸仁 0.76％ 株式会社東広 0.48％ 

リンク・ワン従業員持株会 0.72％ 栗原博彦 0.29％ 

高田貴富 0.67％ 河原庸仁 0.28％ 

株式会社タカダインダストリー 0.61％ リンク･ワン従業員持株会 0.26％ 

 

【変更後】 

募集前（平成20年10月30日現在） 募集後（平成20年11月17日現在） 

TRNコーポレーション株式会社 37.33％ Ｅオーナーズ株式会社 43.68％ 

Ｅオーナーズ株式会社 30.11％ 三井物産企業投資 

（業務執行組合員 

三井物産企業投資株式会社） 

16.63％ 

三井物産企業投資 

（業務執行組合員 

三井物産企業投資株式会社） 

3.02％ TRNコーポレーション株式会社 16.17％ 

株式会社スプートニク 2.73％ 株式会社TAIYO 7.66％ 

株式会社東広 1.32％ 高尾ファンド・ワン株式会社 3.06％ 

栗原博彦 0.81％ 株式会社スプートニク 1.19％ 

河原庸仁 0.76％ 株式会社東広 0.58％ 

リンク・ワン従業員持株会 0.72％ 栗原博彦 0.35％ 

高田貴富 0.67％ 河原庸仁 0.33％ 

株式会社タカダインダストリー 0.61％ リンク･ワン従業員持株会 0.31％ 

 

 



Ⅱ．第三者割当による第６回新株予約権の払込完了について 

第６回新株予約権につきましては、本日、予定通り、割当先であるEオーナーズ株式会社より全

額払込を受けました。 

第６回新株予約権の発行概要は下記のとおりであります。 

 

① 新株予約権の名称 株式会社リンク・ワン第６回新株予約権 

② 目的となる株式の 

種類及び数 

当社普通株式 10,000株 

（新株予約権１個につき 100株） 

③ 新株予約権の総数 100個 

④ 払込金額 １個あたり 金 33,600円 

⑤ 払込金額の総数 3,360,000円 

⑥ 割当先及び割当個数 第三者割当の方法により、Ｅオーナーズ株式会社に対し、全ての新株

予約権を割り当てる 

⑦ 申込期日 平成20年11月16日（日） 

⑧ 割当日及び払込期日 平成20年11月17日（月） 

⑨ 行使価額 1株あたり 16,800円 

⑩ 行使請求期間 平成21年１月１日から平成23年12月31日まで 

 

 

以 上 

 


