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「第三者割当による新株式および新株予約権発行に関するお知らせ」 

の補足資料について 
 

平成 21 年 2 月 25 日付「第三者割当による新株式および新株予約権発行に関するお知らせ」に関し、補足として、

当社グループの中核事業である天然資源開発投資事業の課題および今後の再生プランについての資料を添付のとお

り作成いたしましたので、ご参照下さい。 



株式会社アイビーダイワ
天然資源開発投資事業 再生プラン

2009年2月26日

本資料は、会社概要および今後の経営方針に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する

有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料に記載された計画や見通しは、特

に断りのない限り、現時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証しまたは約束するもので

はなく、また内容は今後、予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
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当社の天然資源開発投資事業の沿革

2005年06月 主要株主および経営陣の交代

資源事業を当社の中核事業として推進することを決定

ロドール社の買収を決定（米国における石油・ガス探鉱事業の推進のため）

2005年 9月 髙橋正紀が代表取締役社長に就任

リード社（当時はダーシー社）の買収を決定 （米国における石油・ガス生産・開発事業の推進のため）

2005年12月 ロドール社、リード社買収・子会社化を実行

2006年 3月 ロドール社、コニストン社より、3鉱区における探鉱のための資金として42.5百万米ドルを調達

2006年 3月 バイロン社株式取得

2006年05月 ロドール社、初の探鉱に成功。カミ鉱区において生産を開始

2006年 9月 ロドール社、ビッグ・マウス・バヨウ鉱区の探鉱が暗礁に乗り上げる

2007年08月 リード社上場（ロンドン証券取引所AIM市場）、関連会社化

2007年 9月 リード社株式を担保に、HVB銀行より20百万米ドルの限度貸付融資を受ける

2007年11月 ロドール社、エンデバー鉱区の探鉱が暗礁に乗り上げる

2008年 3月 コニストン社より、リード社株式転換特約付融資10百万米ドルを受ける

2008年03月 アダヴェイル社に資本参加（豪州におけるウラン探鉱事業に間接的に参加）

2008年 3月 ロドール社、ノースウエスト・カプラン鉱区の探鉱参加を断念。コニストン社に15百万米ドルの探鉱資金の返還義務発生。

2008年 6月 ADM社より、HVB銀行・コニストン社債務の借換のため、リード社株式売却益分配特約付融資47.3百万米ドルを受ける

2008年 7月 ロドール社、抜本的リストラ実施を決定

2008年 8月 バイロン社株式売却

2009年 10月 ADM社からの融資の担保割れによる期限の利益喪失を回避するため、リード社株式に加え、当社グループの他の

天然資源開発投資事業資産（ロドール社株式・資産、アダヴェイル社株式）も担保資産として差し入れる

2005年に経営体制変更、資源会社に
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現状のグループ構造

注: P = 生産資産; D = 開発資産; E = 探鉱資産.

株式会社アイビーダイワ
(JASDAQ:3587)

37.9% 100%

ﾕｰｼﾞﾝ･
ｱｲﾗﾝﾄﾞ
鉱区

(P/D/E)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･
ｱｲﾙ
鉱区
(D/E)

ﾒｲﾝ･ﾊﾟｽ
鉱区

(P/D/E)

ｶﾐ
鉱区

(P)

Lodore 
(非上場)

Leed Petroleum 
(ﾛﾝﾄﾞﾝAIM上場:LDP)

繊維・食品事業

米ﾒｷｼｺ湾沖合い 米ﾙｲｼﾞｱﾅ州陸上

米国石油・ガス資産

ｲｰｽﾄ･
ｶﾒﾛﾝ
鉱区
(P/D)

ｿﾚﾝﾄ･
ﾄﾞｰﾑ
鉱区
(D/E)

ｻｳｽ･
ﾏｰｼｭ
鉱区
(E)

ｼｯﾌﾟ･
ｼｮｳﾙ
鉱区
(E)

Adavale Resources 
(ASX上場:ADD)

豪州ウラン資産

11.6%

ﾚｲｸ･
ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

鉱区
(E)

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
･ｳﾞｪｲﾙ
鉱区
(E)

豪州

(連結収益に大きな影響を
与えない非中核事業)

(2005年12月買収) (2005年12月買収) (2008年3月資本参加)



www.ibdaiwa.co.jp 6

© 1947 – 2009  IB Daiwa Corporation – All Rights Reserved

各資産への投資実績と現状分析 1

生産・開発関連資産は投資後成長、探鉱関連資産は大きく低迷

（売却済）ADMローンの担保として差入。担保権が実行され、当社の手元を離れる可能性あり。現在の状況

―ﾏｲﾅｽ441百万円ﾌﾟﾗｽ1,620百万円―取得額との差異

（売却済）26百万円2,861百万円非上場のため、時価を有しない(08年12月末)現在の
時価

ﾌﾟﾗｽ778百万円―――売却益

839百万円―――金額

2008年8月―――時期株式
売却

――
(買収直後に投入した資金は、上

記株式取得金額に
含まれる）

主に探鉱資金として、当社手許資
金約18百万米ﾄﾞﾙを投入したほか、
HVB銀行、ｺﾆｽﾄﾝ社から受けた資

金約35百万米ドルを
投入(ADMﾛｰﾝでその後借換)。

その後の当社からの
資金投入

手許資金（主にｸﾛｽﾋﾞｰ社によ
る新株予約権の行使により払

い込まれた資金）

ｺﾆｽﾄﾝ社からのﾘｰﾄﾞ社株式転換
特約付融資の一部を充当

手許資金（主にｸﾛｽﾋﾞｰ社による新
株予約権の行使により払い込まれ

た資金）

現金を使わず、当社株式106.4百万
株（@225円）を発行して

買収（ﾛﾄﾞｰﾙ社元株主からの
現物出資方式）。

資金の調達先

61百万円467百万円1,241百万円（注）23,940百万円金額

2006年3月2008年3月2005年12月～2006年3月2005年8月～2007年11月時期
株式
取得

(買収した当時は、ﾛﾝﾄﾞﾝ証券取引
所AIM市場に上場)

非上場ｵｰｽﾄﾗﾘｱ証券取引所ﾛﾝﾄﾞﾝ証券取引所AIM市場

非上場

上場市場

バイロン社（売却済）アダヴェイル社リード社ロドール社投資先企業

注：リード社株式取得金額は自己資金の金額。この他、HVB銀行から約40百万米ドルを借り入れた（LBO方式で買収)。
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各資産への投資実績と現状分析 2

• 期待通り、同社はﾘｰﾄﾞ社に優良な
鉱区を複数紹介し、ﾘｰﾄﾞ社は、優
良資産の獲得を継続的に行った
結果、企業価値を大きく増大し、
上場を果たす。

• 投資した金額（61百万円）の10倍
以上（839百万円）の金額で売却
完了済。

• 投資実行時に推進中の探鉱につき、
継続して行っているものの、未だ商
業化可能な規模での発見には至って
いない。

• それを受け、株価は低迷し、また豪ド
ルの低迷も受け、投資した金額（467
百万円）を大きく下回る26百万円に。

• ただし、今後の探鉱継続に必要な資
金は手許に確保できており、今後の
成長の可能性は残されている。→当
社は、同社の今後の成長の可能性
につきさらに精査し、ADMからの買
戻しの是非等も含め検討を行う予定。

• 複数の優良な生産・開発鉱区を継続的
に獲得し、確認埋蔵量の増加によって
企業価値を大きく増大し、上場を果たす。

• 上場後調達した豊富な資金を用いて鉱
区の開発を行い、生産量を大きく伸ば
すことに成功。

• 金融不況で株価は低迷しているものの、
当社の投資実行時との比較において飛
躍。未実現であるが、現在の時価は、
1,241百万円の自己資金投下から131%
増の2,861百万円に成長。

• 担保価値が認められ、そのおかげで、
当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは、HVB銀行、ADM社から、
借入を行うことができた。

• 初に実行した低ﾘｽｸ探鉱（ｶﾐ鉱区)
は成功し、生産化につなげることが
できた。探鉱資金（約8億円）はほぼ
回収済。

• その後実施した高ﾘｽｸ（深層部)探鉱
2件（ﾋﾞｯｸﾞ･ﾏｳｽ･ﾊﾞﾖｳ鉱区、ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ
鉱区）は、いずれも、大幅な予算ｵｰ
ﾊﾞｰの上、事実上失敗（次ページ参
照）。その後実行予定であったﾉｰｽｳ
ｴｽﾄ･ｶﾌﾟﾗﾝ探鉱のための資金も使っ
てしまった上、ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ探鉱について
は、HVB銀行から借り入れた資金を
充当し、継続した。→ADMﾛｰﾝの借
入の原因。

その後の
実績および
当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ
における
貢献

• 同社が保有するﾘｰﾄﾞ社鉱区への
参加権の価値上昇に期待。

• 子会社化したﾘｰﾄﾞ社と、同社の鉱
区探索ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰであったﾊﾞｲﾛﾝ
社との関係強化により、ﾘｰﾄﾞ社の
鉱区探索力の増強による企業価
値拡大を狙う。

• 石油･ｶﾞｽのみならず、他の主要資源
であるｳﾗﾝ事業への進出の足がかり
（ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの拡大によるﾘｽｸ分散）。

• 推進中の探鉱の中間評価の結果が
良好であり、また終了間近であると
の期待から、株価の高騰を期待。

• 当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの石油・ｶﾞｽ関連事業の生
産・開発・探鉱のﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのﾘｽｸ･ﾊﾞﾗﾝ
ｽの分散。

• 経営陣のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ能力を活かして開
発を進めることにより、生産量と埋蔵量
を拡大し、企業価値を増大。

• 2005年に当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの新たな中核と
して定めた資源事業を、急速に大きく
成長させる梃子とすることを狙う。

• 同社の経営陣および第三者技術ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄの技術的評価を信頼し、同社
深層部探鉱3鉱区（ﾋﾞｯｸﾞ･ﾏｳｽ･ﾊﾞﾖｳ、
ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ、ﾉｰｽｳｴｽﾄ･ｶﾌﾟﾗﾝ）のうち、
少なくともいずれか1つは成功するこ
とを期待（1つでも成功すれば、大き
な投資収益を確保することが可能)。

投資実行
の主な
目的

• 同社が探索したﾘｰﾄﾞ社の保有鉱
区において、成功した場合の参加
権を持つ。

• ｳﾗﾝ探鉱の権益を複数保有。
• 1鉱区にて探鉱推進中。

• 石油･ｶﾞｽ既生産鉱区を複数保有。
• ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの経験を豊富に持つ経営陣

により運営。

• 石油・ｶﾞｽ探鉱の権益を複数保有。
• ﾛﾝﾄﾞﾝ証券取引所AIM市場上場。
• 豪NOVUS PETROLEUMの立ち上げ・

発展に大きな実績のある経営陣によ
り運営。

投資実行
時の状況

バイロン社（売却済）アダヴェイル社リード社ロドール社
投資先企

業

生産・開発関連資産は投資実行時の目的を十分達成、探鉱関連資産は目的達成できず
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ロドール社の深層部探鉱の顛末

大幅な予算オーバーの結果、探鉱は事実上失敗

当初予算（15百万米ドル）については全額、

ファームアウト契約により、共同事業者であるコニ

ストン社が負担することとなっていたものの、主に

一時的な成功の後に発覚した技術的問題の解明

および解決のために要した費用が嵩み、 終的
にはロドール社が約15百万米ドル自己資金で負

担。

様々な選択肢を検討し、生産化につなげるため

の努力を継続して行ってきたものの、生産化には

至っていない。

生産化のためにはさらに多額の資金を要し、リス

クも伴うため、当社／ロドール社では、断念すべ

きか、生産化のための投資を行うべきかの判断

に迫られている。

当初予算（15百万米ドル）については全額、

ファームアウト契約により、共同事業者であるコニ

ストン社が負担することとなっていたものの、主に

一時的な成功の後に発覚した技術的問題の解明

および解決のために要した費用が嵩み、 終的
にはロドール社が約15百万米ドル自己資金で負

担。

様々な選択肢を検討し、生産化につなげるため

の努力を継続して行ってきたものの、生産化には

至っていない。

生産化のためにはさらに多額の資金を要し、リス

クも伴うため、当社／ロドール社では、断念すべ

きか、生産化のための投資を行うべきかの判断

に迫られている。

3回の暴噴事故が発生。暴噴事故に直結する超

過費用についてはほぼ全額保険金で支払が行

われたものの、当初の探鉱予定期間である3ヶ月

を大幅に超え、1年探鉱を継続したこと等により、

ファームアウト契約により全額コニストン社が負
担することとなっていた当初予算（12.5百万米ド

ル）を大幅に超え、ロドール社は、約30百万米ド

ルを負担した。うち、約20百万米ドルについては、

HVB銀行からの借入を充当。

あと少しでターゲット層に到達するものと予定して

いた矢先、度重なる暴噴事故に嫌気が差した保

険会社より、付保の突然の中断を言い渡され、探

鉱は中止。保険会社に対し訴訟を行っているもの

の、探鉱の再開は現実的でなく、損害賠償が可

能かどうかということが論点となっている。

3回の暴噴事故が発生。暴噴事故に直結する超

過費用についてはほぼ全額保険金で支払が行

われたものの、当初の探鉱予定期間である3ヶ月

を大幅に超え、1年探鉱を継続したこと等により、

ファームアウト契約により全額コニストン社が負
担することとなっていた当初予算（12.5百万米ド

ル）を大幅に超え、ロドール社は、約30百万米ド

ルを負担した。うち、約20百万米ドルについては、

HVB銀行からの借入を充当。

あと少しでターゲット層に到達するものと予定して

いた矢先、度重なる暴噴事故に嫌気が差した保

険会社より、付保の突然の中断を言い渡され、探

鉱は中止。保険会社に対し訴訟を行っているもの

の、探鉱の再開は現実的でなく、損害賠償が可

能かどうかということが論点となっている。

ビッグ・マウス・バヨウ鉱区の探鉱ビッグ・マウス・バヨウ鉱区の探鉱 エンデバー鉱区の探鉱エンデバー鉱区の探鉱
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石油・ガス関連事業のリスク／リターン プロファイル

当社のステージに見合った地域を正しく選択したが、深層部探鉱の比重が大きすぎた

高
←

リ
ス
ク

→
低

低← リターン →高

事業別

地域別

低← リターン →高

深層部探鉱

注：●の大きさは、従来、当社グループが投資した資金の額の大きさを、イメージとして表したものですが、正しく比例してはおりません。

生産

浅層部／PUD
探鉱・開発高

←

リ
ス
ク

→
低

米国

日本 中東

アジア
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課題と問題点

過去の問題点

深層部探鉱を重視しすぎたこと 2005年当初、天然資源開発投資事業の基盤として、リード社（生産・開発・低リスク探鉱中

心）とロドール社（高リスク探鉱中心）の買収により、生産（低リスク、低リターン）・開発・低リスク探鉱（中リスク、中リターン）・
高リスク（深層部)探鉱（高リスク、高リターン）のバランスの取れたポートフォリオを構築したものの、その後の深層部探鉱の予

算オーバーが原因で、その後の投資額は、ロドール社の探鉱に集中して行われる結果となり、大きくバランスを崩したこと。

リード社株価の金融危機発生時の暴落の可能性を予見できなかったこと、その結果、借入金を使って深層部探鉱を
推進したこと リード社の上場後、リード社株式が売却制限（ロックアップ）によりすぐに現金化できない状態にあったにも拘ら
ず、リード社の時価総額が同社の生産・開発鉱区の埋蔵量という実質的な価値に基づくことから来る安心感から、リード社株
式を担保とした借入を実質的に現金とほぼ同等と考え、高リスクの深層部探鉱資金は借入によって原則賄うべきではないとい
う前提をはずし、大幅な予算オーバーとなり資金不足となった深層部探鉱を、借入金を充当し継続したこと。

現在の課題

天然資源開発投資事業の基盤となる既存の資産を全て失うおそれ ADMローン満期時に、リード社株価の大幅な回復

等がなければ、差入担保資産としている、リード社、ロドール社、アダヴェイル社が、すべて当社グループから離れていく可能
性が高い。

営業キャッシュフローを十分生む事業の不在、このため、運転資金を借入金によって賄う体質となっている 他の事業
を含めても、現状、運転資金を賄うための営業キャッシュフローは極めて小さく、運転資金は借入金等によって調達を繰り返す
必要があり、借入金が膨らんでいく体質となっている。

過去の反省を十分活かし、新しく安定的な事業基盤を構築することが必要
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ロドール社の失敗の分析

ロドール社の深層部探鉱（ビッグ・マウス・バヨウ鉱区、エンデバー鉱区）は、なぜ 終

的に大幅な予算オーバーとなるまで継続したのか？

高リスクのロドール社の深層部探鉱を、返済を要する借入金を充当して継続したのは

なぜか？

予算オーバーとなったとき、深層部探鉱が成功した場合の莫大なリターンを考え、ま

た、これまで費やした探鉱費用（サンク・コスト）の大きさを考え、撤退する選択を取る

ことをせず、継続する道を選んだ。

一方で、リード社の株価につき、それが埋蔵量という実態のあるものをベースとした価

格であることより来る安心感から、借入金の返済は可能なものと確信していた。その

後の金融大不況および原油価格大幅下落による株価の暴落は予期しなかった。

ハイ･リスク、ハイ・リターンの深層部探鉱の魅力に駆られ、撤退することができなかった



天然資源開発投資事業の再生プラン
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なし内容による事業資金

なし約323百万円
ADMﾛｰﾝ

保証債務
履行の資金

手元現預金
（316百万円
注1）で賄える

約300百万円
当面の

運転資金
(約1年分)

調達資金で
賄う注2内容による事業資金

調達資金で
賄う注2約323百万円

ADMﾛｰﾝ

保証債務
履行の資金

手元現預金
（316百万円
注1）で賄える

約300百万円
当面の

運転資金
(約1年分)

資金調達による企業継続の確保と梃入れ

資金調達によって企業継続を確保し、中長期的発展のための梃入れを行う

資金調達前 資金調達後

注1： 平成20年12月31日現在の、当社（単体）の現預金残高。
注2： 今回の第三者割当増資は、新株式発行と新株予約権の発行の組み合わせによるものであり、新株式発行による資金調達はほぼ確実ですが、新

株予約権の行使がなされて資金が十分に調達できるか否かは、当社の株価の推移等によって決まるものであるため、不確実性は残ります。
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第三者割当増資によって調達した資金の使途

まずは企業継続を確保し、加えて中長期的発展に資するべき投資を行う

貸主であるADM社の新株予約権行使による分（実
質的なﾃﾞｯﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯﾌﾟ）：約160百万円
Evo Fundの新株予約権行使による分：約138百万
円

298百万円
新株予約権行使に
より調達する資金注2

（後述）

46百万円
新株式発行により

調達する資金事業投資資金

203百万円 157百万円
新株予約権行使に
より調達する資金注2

貸主であるADM社の新株式引受による（実質的な
ﾃﾞｯﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯﾌﾟ）

25百万円
新株式発行により

調達する資金
ADMﾛｰﾝ

保証債務
履行の資金注1

323百万円

約1年間経過後までには、営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰによって

運転資金が賄える体質に持っていくことを目標とし
ており、今回の事業投資はそのためのものです。

300百万円
(約1年分)手許資金

当面の運転資金

300百万円

補足金額（概算）資金源資金使途

注1： リード社株式の時価が大幅に回復する等により、ADMローンに係る当社の保証債務（3.55百万米ドルが責任上限額）の履行が全部または一部に

ついて不要となった場合は、事業投資資金として充当し、さらなる営業キャッシュフローを確保する意向です。
注2： 新株予約権の行使がなされて資金が十分に調達できるか否かは、当社の株価の推移等によって決まるものであるため、不確実性は残ります。
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新規事業基盤の確保、営業キャッシュフローの確保

ADMローンの担保実行により、当社グループの天然資源開発投資事業の推進のため
の資産がすべて（またはほぼすべて）グループ外に失われた後も、資源会社として事業
を中長期的に継続して行っていけるよう、新規の事業基盤を確保する

資金：
約203百万円

米国における
石油・ｶﾞｽ生産鉱区の

権益獲得

現在、具体的な鉱区につき、詳細な条件を交渉中。早ければ3
月中にも完了する見込み。
既に生産開始済みの鉱区を保有することで、完了後直ちに、売
上高・営業CFに寄与させる。

その後既発見部分の開発を行い、順次生産量を増加させること
により、売上高・営業CFの拡大、中長期的な回収が可能となる。

石油・ｶﾞｽ以外の
ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙな

資源事業への投資

代替ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境等、
新世代の資源
事業への投資

注：■の大きさは、投資額の大きさをイメージとして表したものですが、正しく比例させてはおりません。

石炭等、収益の見込みが立つ伝統的
な資源にも投資を行う意向。
石油・ｶﾞｽ価格の暴落の場合でも(現
在がまさにその状況）、負の影響を多
少緩和する狙い。

ﾊﾞｲｵ燃料の事業化調査への参加を
行う等により、将来代替ｴﾈﾙｷﾞｰが主
流となった場合でも事業基盤が確保
できているよう、今から参加しておく。
環境事業については、短期的回収開
始も可能。
いずれも所要資金は比較的小額。

即時回収開始・
中長期発展にも寄与

即時回収開始・
中長期発展にも寄与 短期的回収開始可

能、ﾘｽｸ分散に寄与

短期的回収開始可
能、ﾘｽｸ分散に寄与

小額の投資によって、
中長期的発展の

ための基盤を作る

小額の投資によって、
中長期的発展の

ための基盤を作る
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株主・投資家の皆様には、大変ご心配をおかけしておりますが、
過去の反省を十分に活かし、今を底としてアイビーダイワを再生
すべく、経営陣一同全力で邁進してまいる所存でございますの

で、今後とも引き続き当社をご支援くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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