
 1

 
平成21年1月5日 

各  位 

会 社 名   株式会社総和地所 

代表者名   代表取締役社長  中山 俊則 

（JASDAQ・コード  ３２３９） 

問合せ先   取締役副社長    星山 和彦 

電話番号  ０３－５４８５－９９９９ 

 

第三者割当による新株予約権の払込完了および一部失権に関するお知らせ 

 

平成 20 年 12 月 16 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第 8 回新

株予約権につきまして、下記のとおり払込がなされましたが、一部失権が生じましたのでお知ら

せいたします。 

なお、これにともない、平成 20 年 12 月 16 日付当社開示資料「第三者割当による第 8 回新株

予約権発行に関するお知らせ」が一部変更となりますので併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．払込結果及び一部失権の理由 

割当先であるアンビリカル・キャピタル･リミテッドからの払込みにつきましては、払込期日

である平成 21 年 1 月 5 日の払込の実行を予定しておりました。しかしながら、第 8 回新株予約

権の行使価額と現状の株価の乖離が大きく、同社の出資者から理解が得られないため、今回の新

株予約権の払込を行わない旨の連絡を受け、当社は本日払込がなされなかったことを確認いたし

ました。これによりアンビリカル・キャピタル・リミテッドに割当てる予定であった第 8回新株

予約権 60 個の失権が発生いたしました。なお、他の割当先である新日本投資事業有限責任組合

（第 8回新株予約権の割当数：60 個）につきましては、当初の予定通り払込がなされました。 

 

２．業績に与える影響 

今回の第三者割当による株式予約権の発行および行使により調達した資金については、金融機

関等からの借入金の返済、建築費用等の未払金の支払及び運転資金に充当する予定でありました。

今回失権が発生したことにより、金融機関等からの借入金の返済、建築費用等の未払金の支払等

の資金計画の見直しを行うとともに、今後新たな第三者割当増資を検討することで財務体質の改

善を図り財務基盤の安定化を図っていく所存であります。 

 

３．今後の見通し 

 今回の第三者割当による新株式予約権の失権に関しまして、既存株主の皆様をはじめ市場の多 

くの方々にご心配ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今回の新株予約 

権の発行および行使によって調達を予定していた資金については、引き続き早急なる手当を進め 
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てまいります。なお、当社の業績に与える影響は現在精査中であり、詳細につきましては判明次 

第速やかに開示を行う予定であります。 

 

４．平成 20 年 12 月 16 日付当社開示資料「第三者割当により第８回新株予約権発行に関するお

知らせ」の一部変更について(変更箇所は下線で表示) 

今回の新株式の一部失権に伴って、平成 20 年 12 月 16 日付「第三者割当により発行される株式

の募集に関するお知らせ」に以下の通り変更が生じます。 

 

（１）発行要領（1ページ） 

【変更前】 

発行要領 

 １．新株予約権の総数    120個 

 ２．新株予約権の目的である 

株式の種類および数   （省略） 

            （本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当初1,000株、

本新株予約権の目的となる株式の数は当初120,000株） 

３．新株予約権の払込金額  １個あたり40,000円（払込総額は4,800,000円） 

 

【変更後】 

発行要領 

 １．新株予約権の総数    60個 

 ２．新株予約権の目的である 

株式の種類および数   （省略） 

            （本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当初1,000株、

本新株予約権の目的となる株式の数は当初60,000株） 

３．新株予約権の払込金額  １個あたり40,000円（払込総額は2,400,000円） 

 

 

（２） 発行要領（８ページ） 

【変更前】 

１９．募集の方法       第三者割当の方法により、新日本投資事業有限責任組合に60個、ｱﾝ

ﾋﾞﾘｶﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞに60個を割当てる。 

 

【変更後】 

１９．募集の方法       第三者割当の方法により、新日本投資事業有限責任組合に 60 個を

割当てる。 

 

 

（３）１．本新株予約権の発行に係る募集の目的（２）本新株予約権の商品性について（１２ページ） 
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【変更前】 

１．本新株予約権の発行に係る募集の目的 

 （２）本新株予約権の商品性について 

   （省略） 

  ①今回発行する新株予約権は全額行使された場合に払い込まれる出資金額は460.8百万円となっ

ております。 

 

【変更後】 

１．本新株予約権の発行に係る募集の目的 

 （２）本新株予約権の商品性について 

   （省略） 

  ①今回発行する新株予約権は全額行使された場合に払い込まれる出資金額は230.4百万円となっ

ております。 

 

（４） 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）、(２) 調達する

資金の具体的な使途、（３）調達する資金の支出予定時期（１３ページ～１４ページ） 

【変更前】 

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） 

本件新株予約権に係る資金調達     460,400,000円 

発行諸費用               6,000,000円 

差引手取概算額            454,800,000円 

 

(２) 調達する資金の具体的な使途 

① 金融機関等からの借入金の返済  120百万円 

② 建築費用等の未払金の支払    220百万円 

③ 運転資金            114百万円 

 

以下、各資金使途の目的・金額を記載いたします。 

 
①金融機関等からの借入金の返済      １２０百万円 

（省略） 

この度の調達資金のうち、金融機関等からの借入金の返済及び物件売却による返済不足分として120

百万円を予定しております。 

(省略) 

 

②建築費用等の未払金の支払        ２２０百万円 

この度の調達資金のうち、ゼネコン等に対する既存の販売用マンションの建築費用等に係る未払金の

支払いに２２０百万円を充当する予定になっております。 
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（省略） 

 

③運転資金                １１４百万円 

上記に記載いたしましたとおり、販売価格の値引や当初予定を下回る販売状況により、営業活動によ

り利益を得ることが出来ないという悪循環の回避をするとともに、当社の安定的かつ機動的な事業運

営を行うために、経常的に発生する運転資金として114百万円を充当する予定であります。人件費に

ついては毎月20百万円程度を1月から約3ヶ月間、販売代理店への販売手数料10百万円を1月から3ヶ月

間、営業活動費として1月から毎月8百万円を約3ヶ月間にかけて充当する予定をしております。 

 １） 人件費              60百万円 

 ２） 販売代理店への販売手数料     30百万円 

 ３） 営業稼動費および公告宣伝費等   24百万円 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

   平成21年1月5日から平成21年4月31日 

（省略） 

 調達する資金の支出予定時期                 （単位：百万円） 

 

 

～21年 

 1月 

～21年 

 2月 

～21年 

 3月 

～21年 

 4月 
合計 

1)銀行等借入金返済     30     30    30    30     120 

2)建築資金等未払金支払     32     61    64   63     220 

3)運転資金     38     38    38    －     114 

合   計    100    129   132   93     454 

(ご参考)希薄化の割合   約41% 約53%  約54％ 約38%    約187% 

(省略) 

 

【変更後】 

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） 

本件新株予約権に係る資金調達     230,400,000円 

発行諸費用               6,000,000円 

差引手取概算額            224,400,000円 

 

(２) 調達する資金の具体的な使途 

④ 金融機関等からの借入金の返済  60百万円 

⑤ 建築費用等の未払金の支払    110百万円 

⑥ 運転資金            54百万円 

 

以下、各資金使途の目的・金額を記載いたします。 
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①金融機関等からの借入金の返済      ６０百万円 

（省略） 

この度の調達資金のうち、金融機関等からの借入金の返済及び物件売却による返済不足分として60百

万円を予定しております。 

(省略) 

 

②建築費用等の未払金の支払        １１０百万円 

この度の調達資金のうち、ゼネコン等に対する既存の販売用マンションの建築費用等に係る未払金の

支払いに１１０百万円を充当する予定になっております。 

（省略） 

 

③運転資金                ５４百万円 

上記に記載いたしましたとおり、販売価格の値引や当初予定を下回る販売状況により、営業活動によ

り利益を得ることが出来ないという悪循環の回避をするとともに、当社の安定的かつ機動的な事業運

営を行うために、経常的に発生する運転資金として54百万円を充当する予定であります。人件費につ

いては毎月18百万円程度を1月から約2ヶ月間、販売代理店への販売手数料5百万円を1月から2ヶ月間、

営業活動費として1月から毎月4百万円を約2ヶ月間にかけて充当する予定をしております。 

 １） 人件費              36百万円 

 ２） 販売代理店への販売手数料     10百万円 

 ３） 営業稼動費および公告宣伝費等   8百万円 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

   平成21年1月5日から平成21年2月28日 

（省略） 

 調達する資金の支出予定時期           （単位：百万円） 

 

 

～21年 

 1月 

～21年 

 2月 
合計 

1)銀行等借入金返済     30     30      60 

2)建築資金等未払金支払     55     55     110 

3)運転資金     27     27      54 

合   計    112    112     224 

(ご参考)希薄化の割合   約46% 約46%    約93% 

(省略) 

 

（５）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 (３) 今回のエクイティ・ファ

イナンスの状況（15ページ） 

【変更前】 

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  
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(３) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

    ・第８回新株予約権 

発 行 期 日 平成 21 年 1月 5日 

調 達 資 金 の 額 454,800,000 円（差引概算手取額） 

募集時点における発行済株式数 64,107 株 

募集時における潜在株式数 行使価額（3,800 円）における潜在株式数：120,000 株 

割 当 先 
新日本投資事業有限責任組合 
アンビリカル･キャピタル・リミテッド 

 

【変更後】 

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  

(３) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

    ・第８回新株予約権 

発 行 期 日 平成 21 年 1月 5日 

調 達 資 金 の 額 224,400,000 円（差引概算手取額） 

募集時点における発行済株式数 64,107 株 

募集時における潜在株式数 行使価額（3,800 円）における潜在株式数：60,000 株 

割 当 先 新日本投資事業有限責任組合 

 

（５）５．業績への影響の見通し（１８ページ） 

【変更前】 

５．業績への影響の見通し 

（省略） 

 なお、今回の資金調達によって約454百万円の資金調達を計画しておりますが、これによって上記

｢１．本新株予約権の発行に係る募集の目的｣に記載している当社の抱える様々な課題と当社のおかれ

ております状況が劇的に好転するという訳ではありませんが、当社の自己資本の増強による財務基盤

の安定化に寄与するものであると考えております。 

（省略） 

 

【変更後】 

５．業績への影響の見通し 

（省略） 

 なお、今回の資金調達によって約224百万円の資金調達を計画しておりますが、これによって上記

｢１．本新株予約権の発行に係る募集の目的｣に記載している当社の抱える様々な課題と当社のおかれ

ております状況が劇的に好転するという訳ではありませんが、当社の自己資本の増強による財務基盤

の安定化に寄与するものであると考えております。 

（省略） 
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（６）６．発行条件等の合理性 (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（19ページ） 

【変更前】 

６．発行条件等の合理性 

(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 

本新株予約権においては、行使価額3,800円で4億54百万円を調達すると120,000株の株式発行となり

ます。したがって、今回のファイナンスを実施することにより、平成20年12月15日現在の発行済株式

数(64,107株)に対する潜在株式数の比率は、187.1％になる見込みであります。 

（省略） 

 

【変更後】 

６．発行条件等の合理性 

(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 

本新株予約権においては、行使価額3,800円で2億24百万円を調達すると60,000株の株式発行となりま

す。したがって、今回のファイナンスを実施することにより、平成20年12月15日現在の発行済株式数

(64,107株)に対する潜在株式数の比率は、93.5％になる見込みであります。 

（省略） 

 

以上 


