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第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクィティ・スワップ）） 

および主要株主である筆頭株主並びに親会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年３月５日開催の当社取締役会において、下記のとおり、現物出資（デット・エ

クイティ・スワップ）による新株式発行（第三者割当増資）を決議いたしましたのでその概要につ

き下記のとおりお知らせいたします。なお、当該第三者割当増資により当社の主要株主である筆頭

株主並びに親会社の異動が発生いたしますので併せてお知らせいたします。 

 

記  

Ⅰ新株式の発行要領 

(1) 発行新株式数  普通株式   62,676 株 

(2) 発行価額  １株につき   金 3,191 円 

(3) 発行価額の総額  金 199,999,116 円 

現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の払込の方法をとるものとする。 

(4) 資本組入額  １株につき   金 1,596 円 

(5) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 

(6) 申 込 期 日  平成 21 年３月 23 日（月） 

(7) 払 込 期 日  平成 21 年３月 23 日（月） 

(8) 割当先及び割当株式数 アイシス・パートナーズ株式会社 62,676 株 

(9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(10) 現物出資財産の内容 平成 21年２月 18日付ダイキサウンド株式会社第１回無担保社

債に基づく私募社債債権 

私募社債券の額 金 200,000,000 円 

(11) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

割当新株式の譲渡報告に当社は、割当先との間において、割当新株式について継続保

有及び預託にする取り決めはありませんが、割当新株式を中長期的に保有することにつ

いて内諾を得ております。割当先との間において、効力発生日（平成 21 年３月 23 日）

より２年間において、また、当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ち

に譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡

の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を得ております。 
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【ご参考】 

1. 発行済株式総数の推移（資本金の額の推移） 

    現在の発行済株式総数            67,403 株（平成 21 年１月４日現在） 

     （現在の資本金の額     1,757,552,665 円） 

    今回の増加株式数       62,676 株 

     （増加する資本金の額        100,030,896 円） 

    増資後発行済株式総数     130,079 株 

     （増加後の資本金の額    1,857,583,561 円） 

 

2. 増資の理由及び資金の使途 

（1） 増資の理由 

当社は、インディーズ音楽分野におけるＣＤのディストリビューションを主たる事業とし、

あわせてインディーズ音楽の音楽配信、データベースの提供・販売、並びにＣＤの企画・制作

及び販売をおこなっております。 

当社が属する音楽業界の市場環境は依然として厳しい状況で推移し、インディーズ・マーケ

ットにおいても大きなヒット作がない状況が続き、かつ日本レコード協会資料においても音楽

生産実績が数量、金額ともに大幅な縮小傾向が続いております。 

このような状況下、当社は、経営資源の主力事業への集中を図りながら同時に「経営改善計

画」を策定しコスト削減等の施策をおこない早期の黒字化を図ってまいりましたが、一定の合

理化効果は見られるものの、市場縮小等の影響による売上高の減少により、平成 18 年８月期

以降３期連続して大幅な純損失を計上し、平成 21 年８月期第１四半期についても黒字化には

いたっておりません。 

また、当期においても、平成 21 年２月 27 日付「平成 21 年８月期通期・第２四半期（連結・

個別）業績予想の修正に関するお知らせ」の通り平成 21 年８月期においても依然として当期

純損失を計上する見込みでありその結果、債務超過の状況となる可能性があります。 

その影響により、財務状況は悪化し当社は平成 19 年８月期から「継続企業の前提に重要な

疑義を抱かせる事象又は状況」の注記をおこなっております。 

こうした状況の中、平成 20 年 11 月に予定していた資本提携等による資金調達については、

内容の精査をおこなった結果中止することとなり、財政状況が逼迫したことで、平成 20 年 12

月の仕入債務決済資金について一部を役員からの借入により補填する状況となっております。 

また、平成 21 年８月期第１四半期報告書についても、上記の状況により、会計監査人であ

るかがやき監査法人から今後 1年間の必要となる事業資金の確認が出来ない限り無限定の結論

を付した四半期レビュー報告書を提出することは困難である旨の発言があったことから、当社

としては、今後１年間に必要となる事業資金を確保し、無限定の結論の四半期レビュー報告書

を添付した四半期報告書を提出するため、金融商品取引法による提出期限である平成 21 年１

月 14 日までに四半期報告書の提出をしませんでした。 

当該四半期報告書の提出遅延により、当社は、平成 21 年１月 27 日付で監理銘柄（確認中）

に指定されておりました。 

こうした状況のなか、当社は、平成 18 年８月期以降連続して３期及び平成 21 年８月期第１

四半期においても営業キャッシュフローがマイナスの状況にあり、資金繰り計画で、平成 21

年３月に 110 百万円程度の仕入債務決済資金の事業資金について支払いが困難な状況であり緊

急に資金の調達が必要でありました。 

また、平成 21 年３月中に返済する予定の長期借入金５百 50 万円および短期借入金 10 百万
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円についても返済原資の目途がたっておりませんでした。 

平成 21 年４月から８月までの仕入債務決済資金、長期借入金及び短期借入金の返済等の運

転資金についても営業キャッシュフローがマイナスの見込みであることから、支払資金を確保

できず資金繰りに窮することは明らかでした。 

このような状況下、当社の最優先とする経営課題として、①仕入債務の決済資金等事業資金

の確保②無限定の結論の四半期レビュー報告書を添付した四半期報告書を平成 21 年２月 20 日

までに提出することにより上場を維持すること③資本の充実による与信の回復を早急に実行

し、債務超過のリスクを回避することでありました。 

上記課題を解決するため、平成 21 年２月中旬までに今回の第三者割当増資引受予定先のア

イシス・パートナーズ株式会社のみならず銀行借入の可能性、新株式の発行、新株予約権の発

行、転換社債型新株予約権付社債の発行等の資金調達方法や、引受先について検討をおこない

ましたが、新規の銀行借入は不可能であり、平成 21 年３月中に緊急の資金需要があったこと

から新株予約権による調達は適しておらず、資本増強による債務超過のリスクを回避し与信回

復が必要であったことから転換社債型新株予約権付社債による調達は適してなかったため、上

記の課題をすべて解決するためには第三者割当による新株式の発行が望ましいと考えており

ました。 

しかし、四半期報告書の提出予定日（平成 21 年２月 20 日）を考慮すると、第三者割当増資

の手続きには有価証券届出書の提出から払い込みが完了するまでに相当の時間を要すること

から、早急な資金調達が必須な状況のなか、第三者割当増資の引受予定先となっていたアイシ

ス・パートナーズ株式会社との話し合いで、平成 21 年２月 18 日に私募債の引受契約を締結し、

即日払い込みを行うことで合意いたしました。また、あわせて資金調達が完了し、四半期報告

書を提出することにより上場維持が可能となり、監理銘柄（確認中）からの解除がなされた時

点で私募債の引受先であるアイシス・パートナーズ株式会社の間で、社債債務を株式化（デッ

ト・エクイティ・スワップ）することについても合意しておりました。 

以上のような状況から、銀行借入等の間接金融による私募債償還資金の借入も不可能なこと

から、平成 21 年２月 18 日の合意にしたがって、今回の第三者割当による新株式の発行を債務

の株式化（デット・エクイティ・スワップ）によって実施することといたしました。 

なお、資金調達予定額 199 百万円については、平成 21 年８月期の資金繰り計画によって導

きだしたものであります。 

今回の資金調達により、手許現金等の資金と合わせると平成 21 年８月までの事業資金の資

金繰りについては目処がたっております。 

 

（2） 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）による資金調達を選択した理由 

当社は、上記のとおり平成 21 年２月 18 日に取締役会決議をおこなった私募債発行の時点で

アイシス・パートナーズ株式会社の間で四半期報告を提出することにより上場維持が可能とな

り監理銘柄（確認中）からの解除がなされた時点で、社債債務を株式化（デット・エクィティ・

スワップ）することについても合意いたしました。 

当社としては、上記の合意がなされた後も既存株主の権利、希薄化を招かない資金調達方法

について模索していましたが、新規の銀行借入が困難なこと、当座の事業資金が枯渇している

状況から私募債の金利負担をおこなうことは当社の資金計画及び事業計画に影響を及ぼすこ

とから現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による資金調達を選択いたしました。 

 

（3） 調達する資金の額及び使途 
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①調達する資金の額 

発行価額金 199,999,116 円は平成 21年２月 18 日付私募債引受契約に基づく社債債権の現

物出資（デット・エクィティ・スワップ）によるものであり、資金の調達はありません。 

 

②調達する資金の具体的な使途 

社債債権の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の方法によるため、手取金はなく、

普通株式払込金額総額である金 199,999,116円の当社有利子負債が減少することとなります。 

対象となっている社債については、平成 21 年２月 18 日付で私募債引受契約に基づく払込

額 200 百万円を調達しております。 

払込額 200 百万円から発行諸費用を差引いた手取り額 188 百万円の使途は、平成 21 年３

月中の仕入れ債務決済資金として 110 百万円を充当、平成 21 年３月から平成 21 年８月に長

期借入金及び短期借入金の返済原資として 38 百万円を充当、40 百万円については、平成 21

年４月から平成 21 年８月までの仕入債務決済資金等の事業資金に充当する予定です。 

 

（4）調達する資金の支出予定時期 

① 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の対象となる当社社債債務の詳細は以下の

とおりです。 

引受先 社債の総額 現物出資額 備考（社債の条件等） 

アイシス・パートナーズ

株式会社 

200,000,000 円 199,999,116 円 利率年 2.25%、 

償還期限平成 21 年３月 23 日

※当初平成 24 年２月 17 日の

償還期限を上記に繰上げ償

還します。 

② 資金調達及び使途の内訳は以下のとおりです。 

                                  （単位：千円） 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

仕入債務決済資金 110,000 20,000 20,000  

長期借入金の返済 5,500 5,500 5,500  

短期借入金の返済 10,000 11,500   

  注）１．調達額 200 百万円のうち発行諸費用 12 百万円を差引き、手取り額は 188 百万円であり

ます。 

    ２．上記発行諸費用 12 百万円の内訳は以下のとおりです。 

・新株式発行に係る費用 10 百万円 

・弁護士及び有価証券届出書の印刷等に係る諸費用 2 百万円であります。 

（5）調達する資金使途の合理性に関する考え方  

この度の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）による第三者割当増資は 2.（1）「増資

の理由」に記載のとおり、当社は平成 18 年８月期以降３期及び平成 21 年８月期第１四半期に

おいても営業キャッシュフローが依然としてマイナスの状況にあり、資金繰り計画で平成 21

年３月に 110 百万円程度の仕入債務決済資金が不足する恐れがあり、緊急に資金の調達が必要

でありました。 

また、平成 21 年３月から平成 21 年８月までに返済期日の到来する借入金の返済原資の目途

がたっていない状況にあり、平成 21 年４月以降の仕入債務決済資金の運転資金についても現

状のキャッシュフローではまかなうことが困難な状況と見込まれます。 
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また、社債債務を株式化することにより社債利息の支払削減効果を得ることにより、当社の

事業資金の確保にもつながります。 

私募債発行により調達した資金の使途は以上のとおり仕入債務決済資金の支払金不足があ

りました。仕入債務決済資金等の原資を確保する事が当社の事業継続を可能なものにし、株主

価値の向上に資するものと考えており、十分合理性に叶うものと考えております。 

 

3．最近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 

（1）最近３年間の業績（連結）                     （単位：千円） 

決  算  期 平成 18 年８月期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 

売  上  高 5,237,050 4,111,862 3,891,695

営 業 利 益 △968,288 △1,003,736 △356,776

経 常 利 益 △1,034,108 △1,005,250 △365,162

当 期 純 利 益 △1,223,470 △1,769,547 △264,732

１株当たり当期純利益（円） △39,128.52 △50,423.69 △5,388.24

１株当たり配当金（円） － － －

１株当たり純資産（円） 50,072.76 3,920.71 2,699.58

 

（2）現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 67,403 株 100.0％

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
243 株 0.36％

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
－株 －％

 

（3）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 18 年８月期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 

始 値 289,000 円 79,200 円 15,050 円

高 値 408,000 円 113,000 円 17,650 円

安 値 58,300 円 13,560 円 6.170 円

終 値 78,200 円 14,850 円 11,500 円

  

②最近６ヶ月間の状況 

 平成 20 年

９月 

平成 20 年

10 月 

平成 20 年

11 月 

平成 20 年

12 月 

平成 21 年

１月 

平成 21 年

２月 

始 値 11,170 円 9,900 円 7,200 円 6,660 円 5,190 円 2,020 円

高 値 12,000 円 10,290 円 8,410 円 6,600 円 5,410 円 9,180 円
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安 値 9,200 円 7,020 円 6,440 円 4,900 円 2,500 円 1,730 円

終 値 10,000 円 8,200 円 6,750 円 5,190 円 2,500 円 5,200 円

 

 

③発行決議日の前日における株価 

 平成 21 年３月４日 

始 値 4,700 円

高 値 5,200 円

安 値 4,200 円

終 値 4,340 円

 

 

（4）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当による新株式発行 

発行期日 平成 21 年３月 23 日 

調達資金の額 199,999,116 円（発行価格：  3,191 円） 

募集時における発行済株式数 67,403 株 

当該増資による発行株式数 62,676 株 

募集後における発行済株式数 130,079 株 

割当先 アイシス・パートナーズ株式会社 

 

（5）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況  

・第三者割当増資 

発行期日 平成 19 年６月 13 日 

調達資金の額 297,680,000 円（発行価額 29,768 円） 

募集時における発行済株式数 33,403 株 

当該増資による発行株式数 10,000 株 

当初の資金使途 運転資金、設備資金 

支出予定時期 平成 19 年６月～平成 20 年１月 

現時点における充当状況 当初の目的に従い充当済であります。 

割当先 木村裕治 

 

・第三者割当による新株式発行 

発行期日 平成 20 年５月 29 日 

調達資金の額 288,000,000 円（発行価格：12,000 円） 

募集時における発行済株式数 43,403 株 

当該増資による発行株式数 24,000 株 

募集後における発行済株式数 67,403 株 

割当先 マッシュアップ･パートナーズ合同会社  20,000 株 

ティーエスジェイミュージック合同会社 3,000 株 

スイング投資事業有限責任組合      1,000 株 

現時点における充当状況 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）により充当
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3．募集後の大株主および持株比率 

募集前（平成 21 年１月４日現在） 募集後 

木 村 裕 治 

ﾏｯｼｭｱｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ合同会社 

ﾃｨｰｴｽｼﾞｪｲﾐｭｰｼﾞｯｸ合同会社 

バンダイネットワークス㈱ 

㈱バルビゾン 

スイング投資事業有限責任組合 

自社（自己株口） 

㈱アミューズ 

藤井 較一 

赤塚 和彦 

33.71％

29.52％

4.09％

2.13％

1.75％

1.48％

0.74％

0.74％

0.64％

0.59％

アイシス・パートナーズ株式会社 

木 村 裕 治 

ﾏｯｼｭｱｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ合同会社 

ﾃｨｰｴｽｼﾞｪｲﾐｭｰｼﾞｯｸ合同会社 

バンダイネットワークス㈱ 

㈱バルビゾン 

スイング投資事業有限責任組合 

自社（自己株口） 

㈱アミューズ 

藤井 較一 

48.18％

17.46％

15.29％

2.12％

1.10％

0.90％

0.76％

0.38％

0.38％

0.33％

（注）１．募集前の数値は、平成 21 年１月４日現在の株式名簿および直近の大量保有報告 

書を基準として作成しております。 

２．募集後の数値は、募集後のものであります。 

 

4．業績への影響の見通し 

今回の私募債の発行額を、現物出資（デット・エクィティ・スワップ）での第三者割当増資に

より社債債務の全額繰上償還を見込んでおり、社債利息の軽減等が見込まれます。また、社債の発

行によって調達した資金は全額仕入債務の決済資金及び借入金の返済に充当するため、業績に与え

る影響は軽微と考えておりますが、自己資本の充実を図ることによって経営基盤の安定が実現可能

となります。平成 21 年２月 27 日発表の「平成 21 年８月期通期・第２四半期（連結・個別）業績

予想の修正に関するお知らせ」に開示した内容から修正はありません。 

 

5．発行条件等の合理性 

（1）発行価額の算定根拠 

発行価額につきましては、直近平均株価が客観的であると判断し、当該増資に係る取締役会

決議日の前取引日から遡るジャスダック証券取引所における当社普通株式の直近の概ね１ヶ

月（平成 21 年１月 28 日から平成 21 年３月４日）の終値平均 3,545 円を参考に 3,191 円（デ

ィスカウント率 10％）と致しました。 

平均値の算定期間として１ヶ月間を採用いたしました理由は以下のとおりです。 

   当社の株価は最近１ヶ月間で、安値1,730円から高値9,180円までの上下幅で推移しており、

上下の変動幅が大きくボラティリティが高い状態となっています。しかし、当社は平成 21 年１

月 27 日に監理銘柄（確認中）の指定を受け、平成 21 年１月 14 日提出期限の四半期報告書の提

出遅延及び平成 21 年２月 27 日に「平成 21 年８月期通期・第２四半期（連結・個別）の業績予

想の修正に関するお知らせ」を行う等の要因により、直近の概ね１ヶ月の株価の推移を採用す

ることで、当社の昨今の経営成績等の開示事象が株価に充分に織り込まれている期間であると

判断しております。 

なお、当該ディスカウント率は、株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社株式の普

通取引の終値平均株価である 3,545 円を参考価額に、当社の置かれた事業環境や業績等を勘案

し、また、過去の事例及び増資の規模に照らして割当先サイドとの交渉の結果決定しており、
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発行価額は合理的であると判断しております。 

 

（2）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は、平成 18 年度以降連続して３期間及び平成 21 年８月期第１四半期において営業キ

ャッシュフローのマイナスの状態が続いております。 

この状況により当社の手許現金が減少しており、早急に仕入債務の決済資金等の事業資金

について、２億円規模の資金需要に対応することが必須でありました。 

万一調達できなかった場合には当社は倒産リスクを負う逼迫した状況にありました。 

この状況を回避するため、平成 21 年２月 18 日付で２億円の私募債の発行を行いました。 

今回の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）での第三者割当による新株式の発行規

模は、増資前の株式数の約 92.99％となり、相当規模の株式の希薄化が生じることとなります。

しかし当社は、平成 21 年３月中の仕入債務の決済資金への充当、長期・短期借入金の充当及

び資本の充実により、倒産リスク及び債務超過のリスクを回避し、取引先の信用不安を回避

することが可能となります。 

当社の事業を継続発展させ、経営の安定を図るためには、上場維持及び資金の充実を図る

ことが必須と考えており、上記課題を克服し、当社を支援いただく既存株主の利益保護を図

る上でも、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による、本件第三者割当による新株

式の発行数量及びそれに伴う株式の希薄化の規模が充分合理的であると判断しております。 

 

6．割当先の選定理由 

（1）割当先の概要 

割当先の氏名又は名称 アイシス・パートナーズ株式会社 

割当株数 62,676 株 

払込み金額 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）によ

り金銭の払込みはありません。 

本店所在地 東京都千代田区麹町三丁目５番 19 号 

代表者 小野間史敏 

資本金の額 10 百万円 

発行済株式総数 1000 株 

設立年月日 平成 19 年５月 28 日 

事業年度の末日 ２月末日 

従業員数 ０人 

主要取引先 ミネルヴァ債権回収株式会社 

主な事業内容 事業再生対象企業の各種株式の取得、増資・社債

等の引受を行う業務 

大株主及び持株比率 ミネルヴァ債権回収株式会社   100.00% 

主な経営成績・財政状態  

売上高 0 円 

営業利益 -1,305 千円 

経常利益 -1,282 千円 

割
当
先
の
内
容 

 

当期純利益又は純損失（△） -1,285 千円 
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総資産 208,109 千円 

純資産 8,016 千円 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 

当
社
と
の
関

係 

人的関係 ミネルヴァ債権回収株式会社より執行役員 1 名を

受け入れております。 

（注）割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 21 年３月５日現在のものであります。 

 

（2）割当先を選定した理由 

当社は、「1. 増資の目的」に述べました当社が緊急に解決すべき課題を克服する場合、当

社の最優先とする経営課題として、①仕入債務の決済資金等事業資金の確保②無限定の結論の

四半期レビュー報告書を添付した四半期報告書を平成 21 年２月 20 日までに提出することによ

り上場を維持すること③資本の充実による与信の回復を早急に実行し、債務超過のリスクを回

避することの上記３項目の課題を克服することが必要であります。 

そのため、当社は、増資における割当先を選定する中で当初から証券印刷会社に在籍中当社

とのビジネス上関係のあった、有限会社ビジネスサポート取締役戸田和秀氏の紹介で複数の事

業会社と当社への第三者割当増資引受に関する打診を行いました。 

当社は、有限会社ビジネスサポート取締役戸田和秀氏から紹介を受けた複数の事業会社の検

討を行なった結果、第三者割当増資引受予定先としてのアイシス・パートナーズ株式会社およ

び同社の親会社であるミネルヴァ債権回収株式会社について①所轄警察へ紹介を行い、反社会

的勢力ではないことを確認し②経営権の獲得が主たる目的ではないことを経営者との面談で

確認し③アイシス・パートナーズ株式会社の親会社であるミネルヴァ債権回収株式会社は資金

の充分性に問題はなく、当該子会社のアイシス・パートナーズ株式会社に対して資金提供が可

能であることから、当社の緊急の資金需要対応できる規模の資金を間接的に有しており直ちに

資金提供ができること、また、④昨今内部統制の観点からコンプライアンスの重要性が増して

いる状況で取締役に弁護士が参画していることでコンプライアンス意識が高いこと⑤第三者

割当増資引受予定先アイシス・パートナーズ株式会社の親会社であるミネルヴァ債権回収株式

会社は事業の再生会社としてのノウハウがあることから、当社の事業再生による相乗効果が見

込める企業であることの５項目から検討した結果を重要な要素として、交渉を重ねてまいりま

した。 

当社は、これらの要素を充足する割当先として、あくまで企業価値を上げることにより投資

効果を得ることを目的としている、アイシス・パートナーズ株式会社に対して第三者割当増資

による新株式を割り当てることとした次第です。 

なお、当社はアイシス・パートナーズ株式会社との間に平成 21 年２月 18 日付で私募債引受

契約の締結により、既に社債の払込みをうけ２億円の資金調達を行っておりますが当社の資金

需要のタイミングを充足することと、資金払込を事前に確認できる効率的な手法として、上記

私募債引受契約による社債券の社債債務の株式化（デット・エクィティ・スワップ）を採用す

ることといたしました。 

今回の第三者割当増資の払込期日である３月 23 日以降、当社との事業シナジーが見込める

分野について提携の可否について検討し、事業成長性が確保しうる新規事業等の実現に向けた

協議を開始してまいります。 

 

（注）本割当は、日本証券業協会の会員である証券会社の斡旋は受けておこなわれたものでは
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ありません。 

 

 

（3）割当先の保有方針 

新株式の割当先であるアイシス・パートナーズ株式会社は当該新株式を中長期目的での保有

することの内諾を得ております。 

割当新株式効力発生日（平成 21 年３月 23 日）より２年間において当該新株式の全部又は一

部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡の

理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。 

 

（4）その他重要な契約等 

当社は、割当先及び当社の関係者間で本件新株式発行に関する契約及び株券消費貸借契約等

を締結しておりません。また、その他の重要な契約もありません。 
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Ⅱ．主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動 

1. 異動が生じた経緯 

本件第三者割当による新株発行の実施により、主要株主の異動及び親会社の異動が発生する見

込みであります。 

2．親会社及び主要株主である筆頭株主の名称、本店所在地、代表者、資本金の額及び主な事業内容 

 （1）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなった会社 

  ① 名     称  アイシス・パートナーズ株式会社 

  ② 本店所在地    東京都千代田区麹町三丁目５番 19 号 

  ③ 代  表  者  代表取締役 小野間史敏 

  ④ 資本金の額    10 百万円 

  ⑤ 主な事業内容   事業再生対象企業の各種株式の取得、増資・社債等の引受を行う業務 

  ⑥ 当社との関係   当社の発行するダイキサウンド株式会社第１回無担保社債２億円の

引受があります。 

  ⑦ 事業年度の末日  ２月末日 

  ⑧ 上場取引所    非公開会社 

 

（2）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなった会社 

  ① 名     称  ミネルヴァ債権回収株式会社 

  ② 本店所在地    東京都千代田区麹町三丁目５番 19 号 

  ③ 代  表  者  代表取締役 小野間史敏 

  ④ 資本金の額    550 百万円 

  ⑤ 主な事業内容   企業再生に関して投融資を行う業務 

  ⑥ 当社との関係   ミネルヴァ債権回収株式会社より執行役員 1 名を受け入れております。 

  ⑦ 事業年度の末日  ３月 31 日 

  ⑧ 上場取引所    非公開会社 

 

3．異動の前後における当該会社の所有議決権の数及びその議決権の総数に対する割合 

（1）アイシス・パートナーズ株式会社 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（2009 年３月５日） 
－ － － 

異動後 62,676 個 48.36% 第１位 

（2）ミネルヴァ債権回収株式会社 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合＊ 
大株主順位 

異動前 

（2009 年３月５日） 
－ － － 

異動後 （62,676 個） （48.36%） （第１位） 

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数（平成 21年３月 23日付新株発行後株式数 130,079

株）から控除した株式数 501 株 
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4．異動の前後における当該会社の所有株式数及びその発行済株式数に対する割合 

（1）アイシス・パートナーズ株式会社 

 発行済株式数 

（所有株式数） 

総株主の所有株式数 

に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2009 年３月５日） 
－ － － 

異動後 62,676 個 48.18% 第１位 

（2）ミネルヴァ債権回収株式会社 

 発行済株式数 

（所有株式数） 

総株主の所有株式数 

に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2009 年３月５日） 
－ － － 

異動後 （62,676 個） （48.18%） （第１位） 

 

5. 異動年月日（予定）           平成 21 年３月 23 日 

 

6.  開示対象となる非上場の親会社等の変更     有 

 以上 


