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資本・業務提携に基づく第三者割当による新株式発行 

および新株予約権発行に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成21年2月24日開催の取締役会において、第三者割当による新株式および新株予約権

の発行を決議しましたが、当社の事務手続き上の不備により、有価証券届出書を提出できなかったた

め、当該決議を一旦取り消しております（『「資本・業務提携に基づく第三者割当による新株式発行お

よび新株予約権発行に関するお知らせ」の取り消しに関するお知らせ』を参照ください）。当社は、本

日開催の取締役会において、再度本日発表しました「日本振興銀行およびNISパートナーズ・ファンド1

号投資事業組合との資本・業務提携の基本合意に関するお知らせ」に沿って、第三者割当による株式

および新株予約権の発行(以下「本第三者割当増資等」といいます。)について、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、新株予約権の発行につきましては、平成21年3月31日開催予定の当社定時株主総会（以下

「本株主総会」といいます。）における新株予約権の発行に関する議案の承認決議を得られることが実

行の条件となります。 

 

記  

 
１.本第三者割当増資等の概要 

 

世界的な金融不安や経済の減速など、依然として先行きへの見通しが厳しい中、当社の顧客層に

多い業種である建設・不動産・自動車関連・エネルギー関連産業においては業績悪化や企業倒産が

相次ぐなど、厳しい経営環境となっております。 

当社グループにおきましても、平成20年12月期中間期における多額の損失計上による業績悪化か

ら、「業務提携を軸とした企業再生計画」として、中堅中小企業および地域金融機関のネットワークを

基盤とした経営課題解決を図る情報・商品・サービスを提供する原点回帰の経営体制にスリム化すべ

く、業務提携関係にある提携先への人員の出向や子会社株式の売却を進めてまいりました。しかしな

がら、平成20年12月期通期におきましても、貸倒引当金の増加や減損損失の計上などにより更なる損

失を計上するに至りました。 

この厳しい市場環境を乗り越えるためには、自己資本増強により毀損した資本の増強を図ると共に、

信用力の補完を図ることが最優先の経営課題であり、営業面でのシナジー効果を得られつつ、中長期

的に当社の企業価値を高めていけるような資本提携候補先との検討・協議を進めてまいりました。 

この度、当社は、当社グループと事業シナジーを有すると見込まれる相手先として、日本振興銀行
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株式会社（以下「日本振興銀行」といいます。）およびNISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合（以

下「NISP1号」といいます。）との間で、資本・業務提携の基本合意を締結するに至りました。その詳細に

つきましては、本日発表しました「日本振興銀行およびNISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合と

の資本・業務提携の基本合意に関するお知らせ」をご覧下さい。 

また併せて、昨年後半以降株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）から経営面、資金面で支

援を受け当社経営再建を進めてきた経緯に鑑み、光通信に対しても当社新株式の割当を行うこととい

たしました。 

 

 

２．第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行  

（１）第三者割当による新株式の発行の目的  

前述のとおり、当社は、当社グループを取り巻く厳しい市場環境を乗り越えるためには、自己資本増

強により毀損した資本の増強を図ると共に、信用力を補完することが最優先の経営課題となっておりま

す。そのため、当社が創業来行ってまいりました中堅中小企業への経営課題改善支援事業につき評

価していただいたNISP1号および光通信に対する第三者割当増資による新株式の発行により資本増

強を図ることといたしました。これにより、当社と、NISP1号および光通信は、中長期に亘り良好なパート

ナーシップを構築してまいります。 

 

（２）第三者割当による新株予約権の発行の目的  

資本・業務提携の一環として、日本振興銀行は、中長期的に当社に事業活動の支援と資金調達に

関する支援につき協力することで合意しており、これにより当社は、事業活動の継続のみならず今後の

業績回復と企業価値を増加させることが可能になるものと考えております。これを確実なものとするため

に、現時点での希薄化を考慮しつつ、当社の事業展開に応じて発生する資金調達需要への機動的な

対応が可能となるよう、当社は本株主総会にて特に有利な条件での新株予約権の発行が承認される

ことを前提として、NISP1号に対して、第三者割当増資による新株式の発行に付随させて、新株予約権

を発行することが有用であると判断いたしました。また、NISP１号に対して新株予約権を発行することに

より、NISP１号が当社の企業価値向上に対してより強いインセンティブを有することにもなり、より強固な

関係を築くことが可能になるものと考えております。 

 

（３） 調達する資金の額および使途  

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  2,368百万円 

    発行諸費用の概算額    15百万円（登録免許税、外部専門家報酬、新株式上場手数料等） 

    差引手取概算額     2,353百万円 

(内訳)第三者割当による新株式発行      1,301百万円  

第三者割当による新株予約権の発行 1,052百万円  

(新株予約権による発行時調達額)   無償につき0百万円 

(新株予約権の行使による調達額)  1,052百万円  

 

②調達する資金の具体的な使途  

上記差引手取概算額2,353百万円のうち第三者割当による新株式発行により調達する1,301百万円

は、日本振興銀行への借入金返済に300百万円（平成21年2月25日現在、日本振興銀行から運転資

金として700百万円を借り入れております）、未払金の支払いに750百万円（社会保険料等繰延分400

百万円、給与・退職金350百万円）、残額251百万円は人件費等の運転資金とする予定です。なお、当
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社は人員減少等の経営合理化を進めておりますが、経常収支が均衡するまで半年間程度は、月あた

り30百万円から50百万円程度の収支不足が見込まれるため、これに充当するものです。 

また上記差引手取概算額2,353百万円のうち新株予約権の行使により調達する額は1,052百万円で

す。但し、本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点において本新株予約権

の行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、上記新

株予約権の行使により調達する1,052百万円については、現時点で次のとおり充当する予定でありま

すが、具体的な金額及び使途については、行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて決

定いたします。 

現時点において、設備資金に600百万円、運転資金に452百万円を充当する予定であります。 

設備資金については、現在他社事業所内に賃借している当社地方支店・営業所の設置費用として

300百万円（保証金等物件取得150百万円、内装工事・移設費150百万円）、会員事業システムや社内

ネットワークインフラの維持・改修費用として300百万円充当する予定です。 

運転資金については、事業の縮小・見直しなどにより収入に見合う水準に組織体制を縮小いたしま

すが、中小企業を対象とする事業分野の成長に伴い来年度以降に予定している人件費増加分や販

売促進・広告宣伝費として452百万円を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 

新株式発行による調達      平成21年3月780百万円、同4月400百万円、同5～9月121百万円 

新株予約権の行使による調達  平成22年度300百万円、平成23年度400百万円、平成24年度300

百万円、平成25年度52百万円 

（注）新株予約権の行使による資金調達額が予定と異なる場合、優先順位に応じて支出内容を

判断いたします。 

 

④調達する資金使途の合理性に関する考え方  

当社グループを取り巻く経営環境は、資金調達に係る金融環境の見通しも厳しく、業績不振に伴う

自己資本の毀損や財務体質の弱体化により、経営に必要な資金の確保が更に困難になる状況が想

定されます。このような厳しい環境を乗り越え、事業活動を継続していくためには、資金調達および信

用力の補完が喫緊の課題であります。本第三者割当増資等による新株式発行により、自己資本の充

実による財務体質の強化が図られるとともに、日本振興銀行およびNISP1号との資本・業務提携により、

継続的な資金支援につき協力を得ると共に収益機会の拡大を図ることで、当社グループの企業価値

の向上につながるものと認識しており、かかる資金調達は合理的であると判断いたしております。 

 

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年間の連結業績                                (単位：百万円)  

決算期 平成18年12月期
（7ヶ月決算） 

平成19年12月期 平成20年12月期 

売上高  10,687 19,672 13,301 

営業利益  364 10 △6,241 

経常利益  200 338 △7,197 

当期純利益  167 △87 △8,917 

１株当たり当期純利益（円）  1.31 △0.69 △69.98 

１株当たり配当金（円）  － － － 

１株当たり純資産（円）  78.43 74.85 3.36 
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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(平成21年1月31日現在) 

種 類 株 式 数 
発行済株式数に対

する比率 

発行済株式数 127,932,223株 100%

現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数 2,844,000株 2.2%

上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 - -

下限値の転換価額（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  

①第三者割当による新株式の発行 

発行期日  平成21年3月13日 

調達資金の額  1,312百万円（発行価額：16円） 

募集時における発行済株式数  127,932,223株（自己株式506,857株を含む） 

当該増資による発行株式数  82,000,000株（募集後における総議決権割合の39%） 

募集後における発行済株式総数  209,932,223株 

割当先  
NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合 61,000,000株 

株式会社光通信 21,000,000株 

 

②第三者割当による新株予約権の発行 

発行期日  平成21年3月31日 

調達資金の額  無償 

発行価額  無償 

新株予約権数  660,000個 

新株予約権1個当たりの付与株式数  1,600円を行使価額で除した数とし、1株未満の端数が生じたとき

はこれを切り捨てた数 

行使価額  当初16円 

予約権行使による資金調達額  1,056百万円 

募集時における発行済株式数  209,932,223株（自己株式506,857株を含む） 

当該新株予約権が全部行使され

た場合の発行株式数  

66,000,000株 

当該新株予約権が全部行使され

た後における発行済株式総数  

275,932,223株 

割当先  NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合 660,000個 

（注）当該新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を

消却した場合には、新株予約権行使による資金調達額は減少します。また、募集時における発行済株

式数および当該新株予約権が全部行使された後における発行済株式総数は、上記①の第三者割当

により発行される予定の新株式の株数の考慮後の数であります。
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(4)最近の株価の状況  

①最近3年間の状況  

 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

始 値 425円 240円 180円

高 値 428円 325円 180円

安 値 217円 129円 13円

終 値 235円 185円 19円

 

②直近6ヶ月間の状況 

 平成20年 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

平成21年 

1月 

始   値 75 円 32 円 31 円 21 円 17円 19円

高   値 77 円 48 円 36 円 23 円 30円 24円

安   値 32 円 23 円 18 円 16 円 13円 16円

終   値 32 円 31 円 22 円 18 円 19円 17円

 

③発行決議日前日における株価 
 平成 21 年 

2 月 24 日現在 

始  値 20 円

高  値 21 円

安  値 18 円

終  値 20 円

 

（注）1．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価であります。  

   ２．平成18年8月24日開催の定時株主総会において、決算日を12月31日に変更しており、平成18

年12月期の始値は6月1日の株価を記載しております。 

 

(5)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況  

該当事項はございません。 
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４．大株主及び持株比率  

募集前 

（平成20年12月31日現在） 

募集後 

(新株予約権が全部行使された場合) 

(株)暁成 12.52%
NISパートナーズ・ファンド1号投資

事業組合 
46.11%

ＮＩＳリース(株) 9.64% 株式会社光通信 7.62%

小林 忠嗣 3.93% (株)暁成 5.79%

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口４Ｇ） 
2.88% ＮＩＳリース(株) 4.46%

(株)日本エル・シー・エー 2.49% 小林 忠嗣 1.82%

ﾊﾟｰｼﾝｸﾞﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ ｵﾌ ﾞﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿﾝ

ﾗﾌｷﾝ ｱﾝﾄ ﾞｼﾞｪﾝﾚｯﾄ ｴｽｲｰｼｰ ｺｰ

ﾎﾟﾚｲｼｮﾝ（常任代理人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀

行(株)） 

1.33%
日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４Ｇ） 
1.33%

ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｰｼﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(常任代理

人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行(株)) 
1.02% (株)日本エル・シー・エー 1.15%

小里洋行 0.99%

ﾊﾟｰｼﾝｸﾞﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ ｵﾌ ﾞﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿ

ﾝﾗﾌｷﾝ ｱﾝﾄ ﾞｼﾞｪﾝﾚｯﾄ ｴｽｲｰｼｰ 

ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ（常任代理人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ

銀行(株)） 

0.61%

ヤシマ工業株式会社 0.72%
ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｰｼﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(常任代

理人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行(株)) 
0.47%

藤居 栄治 0.69% 小里洋行 0.46%

 

（注）募集後（新株予約権が全部行使された場合）は、平成20年12月31日現在の発行済株式数

（127,932,223株）に、NISP1号に対して割り当てる新株式の株式数（61,000,000株）と新株予約権に係

る潜在株式数（66,000,000株）の合計数（合計127,000,000株）、および光通信に対して割り当てる新株

式の株式数（21,000,000株）を加算したものです。なお当社は、自己株式506,857株を保有しておりま

すが、大株主及び持株比率の記載からは除いております。 

なお、この度の第三者割当による新株式の発行により、当社の主要株主および主要株主である筆頭

株主ならびに親会社等の異動が生じる可能性がありますが、詳細につきましては、確定次第改めてお

知らせいたします。 

 

 

５．業績への影響の見通し  

平成21年２月24日発表の平成20年12月期連結決算短信にて、今期（平成21年12月期）の業績予想

を発表いたしておりますが、本第三者割当増資等が業績に与える直接的な影響はございません。ただ

し、本第三者割当増資等は、当社の財務体質の強化に大きく寄与するものと考えております。今後業

績予想に修正の必要性が発生した場合は、確定次第随時お知らせいたします。  
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６． 発行条件等の合理性  

(1)発行価額の算定根拠  

①第三者割当による新株式の発行 

本第三者割当増資による新株式の発行価額につきましては、割当先との協議の結果、取締役会での

発行決議日前日（平成21年2月24日）から1ヶ月間さかのぼった日から当該決議の前日までの間の平

均株価（17.47円）を基準に1株につき16円（発行決議日前日までの1ヶ月平均の価額に対するディスカ

ウント率8.4%、発行決議日前日終値20円に対するディスカウント率20.0%）と算出いたしました。1ヶ月平

均を算定根拠として採用したのは、昨今の不安定な株式市場や、当社株価の変動状況を考慮し、発

行決議前日の終値という一時的な株価を基準とするよりは一定期間の平均株価という平準化された値

を基準とするほうが算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。 

  

②第三者割当による新株予約権の発行  

本第三者割当増資による新株予約権１個当たりの発行価額を無償としております。また、上記「①第

三者割当による新株式の発行」と同様の理由により、本第三者割当増資による新株予約権の行使によ

り当社が交付する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」といいます。)を1株につき16円と算出い

たしました。なお、本第三者割当増資による本新株予約権の発行については、特に有利な条件での発

行となるため、本株主総会における新株予約権の発行に関する議案の特別決議に関する承認が得ら

れることが条件となります。  

本第三者割当増資による新株予約権の行使価額の算定根拠につきましては、上記「①第三者割当

による新株式の発行」に記載のものに準じております。また、発行価額を無償とした理由は以下のとお

りです。すなわち、資本・業務提携の一環として、NISP1号は当社の主要株主となり、取締役および監

査役の派遣を予定し当社の経営に参画することを予定しております。これにより当社は、事業活動の

継続のみならず今後の業績回復と企業価値を増加させることが可能になるものと考えております。従っ

て、当社としましては、新株予約権を無償で発行することで、NISP１号に当社の企業価値向上に向け

たより強いインセンティブを与えることにもなり、当社の継続と将来的な企業価値の向上のために必要

不可欠であると考えており、本株主総会で当社株主様からご承認を得られるよう努めてまいります。  

 

(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  

当社が、NISP1号および光通信に対して割当てる新株式82,000,000株は、現在の発行済株式総数

の64.09%に上り、さらに、NISP1号に対して割当てる新株予約権（発行時の潜在株式総数66,000,000

株）により、NISP1号は、現在の発行済株式総数の51.58%に相当する数の潜在株式を保有することとな

ります。これら割当てられる新株式及び新株予約権を合計すると現在の発行済株式総数の115.67%に

上ります。これによりNISP1号は、新株予約権を全部行使した場合は、46.03%（新株式発行及び新株予

約権行使後の発行済株式総数に対する割合）を保有することとなり、結果として既存株式の希薄化が

生じることとなります。しかし、大幅に減少した自己資本の増強による財務体質の強化、中長期に亘る

パートナーシップの構築により、継続的な資金支援につき協力を得ると共に収益機会の拡大や収益性

の向上を図ることが喫緊の課題であり、そのためには本第三者割当増資等は必要不可欠と判断してお

り、株式の発行数量及び希薄化の規模が合理的であると判断いたしました。  

今後は、事業の立て直しを行い、早期に株主価値の増大を実現できるよう努力してまいる所存であ

ります。  
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７．割当先の選定理由  

(1)割当先の概要(平成21年2月25日現在)  

①名 称 NIS パートナーズ・ファンド 1 号投資事業組合 

②設 立 根 拠 等 民法に基づく任意組合 

③所 在 地 東京都新宿区西新宿一丁目 6 番 1 号 

④業務執行組合員

の名称および所在

地 

業務執行組合員  

エヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社 

東京都新宿区西新宿一丁目 6 番 1 号 

⑤出資金の総額 約 23 億円を予定 

⑥上場会社と割当

先との関係等 

業務執行組合員の親会社である NIS グループ株式会社の関連会社である NIS

リース株式会社は、当社株式の 9.60%（平成 20 年 12 月末）を所有する第 2 位の

株主であります。 

また、業務執行組合員の親会社である NIS グループ株式会社の関係者より当社

に取締役 1 名、社外監査役 2 名が就任しています。 
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①商号 株式会社光通信 

②事業内容  移動体通信事業、OA機器販売事業、固定回線取次事業、法人向け携帯

電話販売事業、インターネット関連事業、保険代理店事業、ベンチャー投資

事業 他 

③設立年月日  1988年2月5日 

④本店所在地  東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

⑤代表者の氏名  代表取締役会長 兼 CEO  重田 康光 

⑥資本金  54,259百万円 (2008年12月末現在） 

⑦発行済株式数  58,349,642株 

⑧純資産  107,493百万円 

⑨総資産 188,739百万円 

⑩決算期 3月31日 

⑪大株主及び持株比率 有限会社光パワー                              26.72%  

重田康光                                     24.61%  

⑫主要取引銀行 みずほコーポレート銀行、りそな銀行、三井住友銀行、あおぞら銀行

（順不同） 

資本関係 該当事項はありません 

取引関係 平成21年2月25日時点で、当社は同社より225

百万円を借り入れています。 

また、割当先企業の子会社である株式会社ア

イ･イー･グループとの業務提携により、当社グ

ループで移動通信機器、オフィス機器等の販

売代理業を行っております。 

人的関係 業務提携に基づき、当社子会社にて株式会社

アイ･イー･グループから出向を受け入れており

ます。また、当社グループ再生支援の一環とし

て、光通信グループ各社に従業員出向を受け

入れていただいております。 

⑬上場会社と  

 

割当先の関係等  

関連当事者への該当状況 該当事項はありません 
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⑭最近3年間の連結業績                                (単位：百万円)  

決算期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

売上高  192,837 211,881 314,135 

営業利益  27,344 18,558 22,919 

経常利益  29,908 20,374 23,522 

当期純利益  20,569 18,483 2,801 

１株当たり当期純利益（円）  349.80 318.39 48.20 

１株当たり配当金（円）  40.00 40.00 60.00 

１株当たり純資産（円）  2,000.46 2,134.75 2,130.50 

 

(2)割当先を選定した理由  

当社は、厳しい市場環境を乗り越えるため、毀損した資本の増強を図ると共に、信用力の補完が最

優先の経営課題であり、営業面でのシナジー効果を得られつつ、中長期的に当社の企業価値を高め

ていけるような資本提携候補先との検討・協議を進めてまいりました。 

この度の割当先のうちNISP1号は、「中小企業に対するあらゆるサービスを提供できる体制を構築し

ていく」というビジョンを共有する独立企業同士のネットワークとして創設された「中小企業振興ネットワ

ーク」に属する中小企業支援機構株式会社、中小企業経営支援機構株式会社、中小企業保証機構

株式会社、中小企業IT支援機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、ビービーネット株式会社

（「中小企業投資機構株式会社」に社名変更予定）およびNISグループ株式会社（以下「NISグループ」

といいます。）ならびにその子会社であるエヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社（以下、総称

して「ファンド出資者」といいます。）が出資する投資事業組合であります。この中小企業振興ネットワー

クにおいて、中小企業支援機構株式会社は販売支援・取引仲介等のサービスを、中小企業経営支援

機構株式会社は経営コンサルティング等のサービスを、中小企業保証機構株式会社は審査・業務委

託のサービスを、中小企業IT支援機構株式会社はシステム開発・システム運用のサービスを、中小企

業人材機構株式会社は人事関連業務のアウトソーシングおよび人材派遣サービスを、それぞれ中小

企業に対して提供し、ビービーネット株式会社は、投資事業および融資保証事業を、NISグループは

中堅・中小企業向けの投資銀行事業を、それぞれ営んでおります。 

当社が平成15年11月と平成16年7月に行った第三者割当増資において、NISグループが当社株式

を引き受け、当社第2位の株主となりました。その後、株式譲渡によりNISグループの子会社であった

NISリース株式会社（現在はNISグループの持分法適用関連会社）が当社株式を保有しています。また

当社役員にはNISグループの関係者が複数名（取締役1名、監査役2名）就任しています。かかる資本

的・人的関係を基盤として、当社の喫緊の課題である財務基盤の強化・資本増強策についてNISグル

ープと協議・検討してまいりました。そして、その結果、NISグループが属する中小企業振興ネットワーク

における前述の各社が出資し、NISグループの子会社であるエヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株

式会社が業務執行組合員となっているNISP１号を割当候補先として検討を開始したものであります。 

NISP1号の各ファンド出資者は、中小企業を主な顧客層とした各種事業を運営しており、同様に中

小企業を主な顧客層とする当社は、かかるファンド出資者により構成されるNISP1号との業務提携によ

り、営業上のシナジー効果を期待できると考えております。当社は、各ファンド出資者の経営者と事業

提携に関する協議を重ねた結果、この度割当先として選定した場合に、かねてより課題としていた財務

基盤の強化に加え、有効な業務提携関係を構築できるとの認識に至りました。また、中小企業振興ネ

ットワークに属し、同ネットワークにおいて、中小企業に対する貸付サービスの提供を行っている日本

振興銀行からは、中長期的に当社に対する資金支援につき協力していただける旨の合意が得られる

こととなりました。かかる経緯および当社の現状の課題や今後の事業展開等を総合的に判断した結果、
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NISP1号をこの度の割当先として選定いたしました。なお、当社は、日本振興銀行およびNISP1号と、

①NISP1号による株式及び新株予約権の取得、②NISP1号の指名する取締役2名及び監査役3名の受

入れ、③日本振興銀行による資金調達に関する支援を内容とする資本・業務提携契約についての基

本合意を締結しております。 

また、この度の割当先のうち光通信については、同社子会社と当社間で昨年8月に業務提携関係が

生じてから以降、出向受入や販売、資金面での各種支援を受け、当社において経営再建を進めてま

いりました。今後も同社グループが取り扱う商品群を当社の顧客層である中小企業に提供することで、

収益面に効果をもたらすものと考えられます。かかる経緯により光通信をこの度の割当先として選定い

たしました。 

 また、この度の第三者割当により発行される新株式の引受けに伴いNISP1号の各ファンド出資者が

調達する資金に関して、各ファンド出資者より、反社会的勢力の関与がない旨の表明書を受領してお

ります。さらに、当社において、各ファンド出資者及びその資金調達先が反社会的勢力と関わりがない

ことを、警察関係者等の調査により、確認しております。なお、光通信は、東京証券取引所市場第一部

に上場しており、反社会的勢力との関わりがないことは明らかであるものと考えております。 

 

(3)割当先の保有方針  

当社と割当先との間において、割当新株式について、本新株式効力発生日から２年間以内にその

全部または一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて報告する旨の確約を得る予定であ

ります。なお割当先は、当社株式を中長期的に保有することを予定しています。 

 

以 上  
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（別紙１） 
 

株式会社ベンチャー・リンク 
新株発行要項 

1. 株式の種類及び数 
 普通株式  82,000,000 株 

2. 払込金額 
 1 株につき 16 円 

3. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
 増加する資本金の額及び増加する資本準備金の額は、いずれも 656,000,000

円（1株につき 8円）とする。 

4. 割当先及び割当株式 
 第三者割当ての方法により、以下の通り割当てる。 

  ＮＩＳパートナーズ・ファンド 1号投資事業組合 61,000,000 株 

  株式会社光通信 21,000,000 株 

5. 申込期日 
 平成 21 年 3 月 13 日 

6. 払込期日 
 平成 21 年 3 月 13 日 

7. 申込株数単位 
 100 株 

8. 資金使途 
 差引手取概算額(払込金額の総額から発行諸費用の概算額を引いた

額)1,301,000,000 円は、日本振興銀行株式会社への借入金返済に

300,000,000 円、未払金の支払いに 750,000,000 円（社会保険料等繰延分

400,000,000 円、給与・退職金 350,000,000 円）、残額 251,000,000 円は人

件費等の運転資金とする予定。 

9. その他 
 (1)新株の発行は金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (2)上記に定めるものの他、新株式発行に必要な一切の事項の決定及び手続の執行

については、当社代表取締役及びその指名する者に一任する。 

 

以    上  
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（別紙２） 
株式会社ベンチャー・リンク 
第 3 回新株予約権発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 

株式会社ベンチャー・リンク第 3回新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 

2. 本新株予約権の総数 

660,000 個 

3. 本新株予約権の募集の方法 

第三者割当の方法により、本新株予約権のすべてを、ＮＩＳパートナーズ・フ

ァンド 1 号投資事業組合に割り当てる。 

4. 申込期間 

平成 21 年 3 月 31 日 

5. 本新株予約権の割当日 

平成 21 年 3 月 31 日 

6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

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し、本新株予約権 1

個の行使により当社が交付する当社普通株式の数（以下「割当株式数」という。）

は、金 1,600 円を行使価額（第 9項第(2)号に定義する。）で除した数とし、1

株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた数とする。本新株予約権の行使に

より交付する当社普通株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた

数とする。 

7. 本新株予約権に対する金銭の払込み 

本新株予約権については、金銭の払込みを要しないこととする。 

8. 新株予約権証券 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

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、本新株予約権 1

個につき、行使価額（ただし、第 10 項によって調整された場合は調整後の

行使価額とする。）に割当株式数を乗じた額とし、1円未満の端数が生じた

ときはこれを切り捨てた額とする。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が交付する株式 1株あたりの払込金額（以

下「行使価額」という。）は、当初金 16 円とする。ただし、行使価額は第

10 項に定めるところに従い調整されることがある。 

10. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、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じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価

額を調整する。 

 新発行・処分株式数×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 ＋ 新発行・処分株式数 
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 (2) 行使価額調整式により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(3)号②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額とし

て発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を

引き受ける者の募集をする場合（ただし、本号③に定める証券（権利）

の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付され

る新株予約権の行使による交付又は本号③に定める新株予約権の行

使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、

当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、

当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降、これを適用

する。 

 ② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割

等」という。）を行う場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定

めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以

降これを適用する。 

 ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができ

る証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予

約権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させるこ

とができる証券（権利）又は行使することにより当社普通株式の交付

を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）を発行若しくは処分する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行又は処分される証券（権利）又は新株予約

権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取

得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予

約権を含む。）のすべてが当初の行使価額で取得され又は当初の行使

価額で行使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、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期

間の末日（無償割当ての場合には、効力発生日）の翌日以降、また、

当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権

利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、そ

の効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 1 位まで算出し、

小数第 1 位を切り上げる。 

 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

の普通取引の毎日の終値（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 位を切り捨てる。 

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に

株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を

定めるための基準日、また、それ以外の場合は、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数を控除した数とする。また、

当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する
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新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 ④ 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円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わな

いこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が

発生し行使価額を調整する場合は、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し引いた額を使用する

ものとする。 

 (4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、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、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を

必要とする場合。 

 ② 本号①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場合。 

 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場合。 

 (5) 本項第(1)号から第(4)号までの規定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本新株予約権の所

持人（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、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 21 年 4 月 1日から平成 25 年 3 月 31 日（第 13 項各号に従って当社が本新

株予約権の全部又は一部を取得する場合には、取得される本新株予約権について

は、当社取締役会が定める取得日の前銀行営業日）の銀行営業時間終了時までの

期間（以下「行使期間」という。）とする。ただし、行使期間の 終日が銀行営

業日でない場合にはその前銀行営業日を 終日とする。 

12. 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条項 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、会社法第 273 条第 2 項（残存

する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第 273 条第 2項及び第 274

条第 3項）の規定に従って、当社取締役会が別途定める取得日の 2週間前

までに通知を行った上で、当該取得日に、無償で、残存する本新株予約権

の全部又は当社取締役会が別途定める一部を取得することができる。残存

する本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会は抽選その他

の合理的な方法により当該一部の決議を行うものとする。 

 (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき

又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計

画が当社株主総会（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議）

で承認されたときは、会社法第 273 条第 2 項の規定に従って、当社取締役

会が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、

無償で、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 
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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たときは、その端数

を切り上げるものとする。 

 (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、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本

金の額を減じた額とする。 

15. 譲渡による本新株予約権の取得の制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の

承認を要するものとする。 

16. 本新株予約権の行使の方法等 

 (1) 本新株予約権の新株予約権者が本新株予約権を行使しようとする場合、所

定の行使請求書に、その行使に係る本新株予約権の内容及び数並びに当該

行使請求の年月日その他必要事項を記載してこれに記名捺印した上、これ

を第 11 項に定める行使期間中に第 18 項に定める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、前号の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される財産の価額の全額を現金にて第 19

項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い新

株予約権の目的である株式の株主となる。 

 (4) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後、社債、株式等の振替に関する

法律の規定並びに株式会社証券保管振替機構及び口座管理機関の定めに従

い、振替口座簿における新株の発行にかかる新規記録手続又は株式の移転

にかかる振替手続を行うために必要な手続をとるものとする。 

17. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、第

13 項第(2)号により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の

効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当

該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社

法第 236 条第 1項第 8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権で、本項第(1)号から第(7)号に定める内容のもの（以下

「承継新株予約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生

日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予

約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権に

ついて準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿

ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対

して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、

吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新

株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
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 (2) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、第 6項に準じて決定する。 

 (4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継新株予約

権の行使価額に当該各承継新株予約権の目的である株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。承継新株予約権の行使価額は、当該組織再編行為の効力

発生日の直前において有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、第

10 項に準じた調整がなされるものとする。 

 (5) 承継新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日から第 11 項に定める行使期間の満了日までと

する。 

 (6) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 

第 12 項及び第 13 項に準じて決定する。 

 (7) 承継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 

第 14 項に準じて決定する。 

18. 行使請求受付場所 

株式会社ベンチャー・リンク 本店 管理グループ経営企画課 

（又は行使時点における当該事務の取扱担当部署） 

19. 本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 浅草支店 

20. 本新株予約権者に対する通知方法 

本新株予約権者に対し通知する場合、法令に別段の定めがある場合を除き、当

社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行い、かつ、電子公告を行った旨を

速やかに本新株予約権者に対し通知する方法によるものとする。ただし、事故そ

の他やむを得ない事由によって電子公告の方法によることができない場合は、当

社の定款所定の新聞紙にこれを掲載し、かつ、掲載した旨を速やかに本新株予約

権者に対し通知する方法によるものとする。また、法令に別段の定めがあるもの

を除き、上記の方法に代えて本新株予約権者に対し直接に通知する方法によるこ

とができる。 

21. 1 単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が 1 単元の株式の数の定めを廃止する場合等、

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。 

22. 会社法その他の法令又は規則の改正に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、新株予約権に関連する会社法その他の日本の法令又

は規則の規定につき改正が行われた場合には、当社は、当該改正後の会社法その

他の日本の法令又は規則の規定及び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の

取扱いについて、当社が適切と判断する方法により、必要な措置を講ずることが

できるものとする。 

 

23. 上記各項については、平成 21 年 3 月 31 日に開催予定の当社定時株主総会におけ

る本新株予約権の発行に関する特別決議による承認決議及び金融商品取引法に

よる届出の効力発生を条件とする。 
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24. 上記に定めるものの他、本新株予約権発行に必要な一切の事項の決定及び手続の

執行については、当社代表取締役及びその指名する者に一任する。 

 

以    上  
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	また上記差引手取概算額2,353百万円のうち新株予約権の行使により調達する額は1,052百万円です。但し、本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点において本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、上記新株予約権の行使により調達する1,052百万円については、現時点で次のとおり充当する予定でありますが、具体的な金額及び使途については、行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて決定いたします。
	現時点において、設備資金に600百万円、運転資金に452百万円を充当する予定であります。
	設備資金については、現在他社事業所内に賃借している当社地方支店・営業所の設置費用として300百万円（保証金等物件取得150百万円、内装工事・移設費150百万円）、会員事業システムや社内ネットワークインフラの維持・改修費用として300百万円充当する予定です。

