
 
 

平成 21 年４月 13 日 

各  位 

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト

代 表 取 締 役 社 長  吉 川  登

 （ コ ー ド 番 号 ： 3 8 2 5 ）

問い合わせ先 取締役最高財務責任者 三田 徹

電 話 番 号 （ 0 3 ） 6 2 0 6 - 2 2 2 0

 

 

第三者割当による新株式発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・ 

スワップ））及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年４月 13 日開催の取締役会において、平成 21 年６月 25 日開催予定の第６

期定時株主総会での有利発行に関する議案の承認を条件に、下記のとおり第三者割当による新

株式発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））（以下、「第三者割当増

資」という。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記  
Ⅰ．第三者割当増資  
１． 第三者割当による新株式発行の目的 

当社グループは、画像・映像のインプットからアウトプットまでの事業領域において、新 

しいビジュアルコミュニケーションのカタチを創造することに注力しております。主にデジ

タル画像、映像に関連する操作性の高い業務用アプリケーション・ソフトウエアの開発及び

販売をおこなっております。 

しかしながら、平成 21 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間においては、金融不安のあおり

を受け、新規 IT 投資の圧縮による一部受託開発プロジェクトの凍結や新規受注の落ち込み

に加え、プロダクト販売の不振により、7,227 千円の債務超過となるとともに、当社株式上

場時価総額は 3 億円を下回り、上場廃止の可能性がある状況となりました。また、1 年以内

返済予定の金融機関借入金及び１年以内返済予定社債の合計が 459,969 千円あります。 

このような当社グループの経営状態下において、返済延期や金融機関からの追加借入は困

難であり、かつ金融機関借入金の弁済期について、交渉中ではありますが早期返済を求めら

れております。 

このため当社は、早期に債務超過の解消及び金融機関への返済金の確保を図るため、今回

の第三者割当増資を決定いたしました。 

既存の株主の皆様におかれましては、本増資により株式の希薄化が生じますが、財務体質

の改善を図ることができ、安定的な会社運営を行っていくために必要であると判断しており

ます。また、平成 21 年 2 月 26 日に開示しております経営合理化等の経費削減策による早期

黒字化を図ることによって、結果として株主価値の増大につながるものと考えております。 

 

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） 

   269,850,000 円（268,850,000 円） 

   上記のうち、254,850,000 円については金銭による払込とし、残り 15,000,000 円につ



 
いては、岩井陽介氏より平成 21 年２月 16 日に借り入れた 30,000,000 円（利率 1.475%、

返済日平成 22 年 3 月 1 日一括弁済）のうち 15,000,000 円を現物出資（デット・エクイ

ティ・スワップ）の払込の方法をとるものとします。 

(2)調達する資金の具体的な使途 

  第三者割当増資により発行される株式の募集による資金の使途につきましては、社債の償

還及び借入金の返済の一部に充当する予定であります。 

  支出時期の詳細については、社債の償還が平成 21 年 8 月に 47 百万円、9 月に 21 百万円、

また金融機関借入金の返済が平成 21 年 12 月に 300,000,000 円あり、この返済の一部に充当

を予定しております。しかしながら、金融機関借入金の弁済期については、当社の資金繰り

を鑑みながら現在金融機関と調整中ですが、交渉状況によっては早期に返済する可能性があ

ります。 

(3)調達する資金の支出予定時期 

  平成 21 年８月～平成 21 年 12 月 

(4)調達する資金使途の合理性に関する考え方 

  当社は、「１．第三者割当により発行される株式の募集の目的」に述べましたとおり、１  

年以内返済予定の金融機関借入金及び１年以内返済予定の社債の合計が 459,969 千円あり

ます。今回の払込額をこの返済に充てることは、財務基盤の健全化につながるものと考えま

す。結果として、企業基盤を強化し、企業価値の向上、株式価値の向上を図ることは合理性

にかなうものと判断しております。 

 

３．発行日程 

   取締役会決議   平成 21 年４月 13 日（月） 

   定時株主総会決議 平成 21 年６月 25 日（木） 

   申込期間     平成 21 年６月 26 日（金）から平成 21 年６月 29 日（月） 

   発行日      平成 21 年６月 29 日（月） 

 

４．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 年間の業績（単位：千円） 

事業年度の末日 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 
平成 20 年 3 月期 

（連結） 

売上高 581,578 932,163 940,897 

営業利益 111,283 212,123 △425,225 

経常利益 105,959 199,079 △448,752 

当期純利益 58,345 110,180 △552,266 

純資産 402,029 930,669 363,620 

総資産 644,579 1,196,321 2,358,279 

１株当たり当期純利益(円) 11,279 18,003 △67,283 

１株当たり年間配当金(円) 1,830 2,700 － 

１株当たり純資産(円) 84,106 113,843 44,075 

※平成 20 年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。 

 

(2)現時点における発行済株式数および潜在株式の状況（平成 21 年４月 13 日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 



 
発行済株式総数 8,370 100% 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
2,590 30.9% 

 

(3)最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 
平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

始 値 － 1,010,000 621,000 

高 値 － 1,790,000 762,000 

安 値 － 498,000 96,600 

終 値 － 602,000 100,000 

※平成 18 年 12 月１日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。 

 

②最近６か月間の状況 

 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 

平成 21 年

３月 

始値 110,000 51,200 83,000 45,300 31,200 18,500 

高値 110,000 84,900 88,000 50,900 31,200 38,350 

安値 39,800 51,200 48,500 31,500 17,900 16,720 

終値 47,800 82,000 49,600 32,000 19,300 38,350 

 

③発行決議の直近日における株価 

 平成 21 年４月 10 日現在

始 値 80,400 円

高 値 80,400 円

安 値 68,800 円

終 値 69,500 円

 

(4)今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

発行期日 平成 21 年６月 29 日 

調達金額の額 269 百万円（発行価額：30,000 円） 

募集時における発行済株式数 8,370 株 

当該増資による発行株式数 8,995 株 

募集後における発行済株式総数 17,365 株 

割当先 

松本卓也             4,995 株 

株式会社ネットスタジアム     1,000 株 

スマップス合資会社         500 株 

株式会社日本ビジュアル著作権協会  500 株 

タイムクリエイト・ホール 

ディングス株式会社     500 株 

高橋 章              500 株 



 
岩井陽介              500 株 

中西正人              500 株 

 

(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 18 年 3 月 30 日 

調達金額の額 105 百万円（発行価額：300,000 円） 

募集時における発行済株式数 4,550 株 

当該増資による発行株式数 350 株 

割当先 

オプテックス株式会社      100 株 

株式会社シーフォーテクノロジー 100 株 

野村アール・アンド・エー第二号 

投資事業有限責任組合     100 株 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行     50 株 

 

・公募増資 

発行期日 平成 18 年 12 月１日 

調達金額の額 416 百万円（発行価額：277,500 円） 

募集時における発行済株式数 6,530 株 

当該増資による発行株式数 1,500 株 

募集後における発行済株式総数 8,030 株 

当初の資金使途 設備資金 

支出時期 平成 19 年３月から平成 19 年８月 

現時点における充当状況 
設備投資（本社移転及び移転時設備）及び事業資

金へ充当済 

 

５．大株主及び持株比率 

募集前（平成 20 年 9 月 30 日現在） 募集後（潜在株式未反映） 

吉川 登 

岩井 陽介 

髙田 真吾 

株式会社ワイズインベストメント 

池田 洋司 

高橋 時男 

TNP オンザロード１号投資事業 

有限責任組合 

株式会社自在 

ティ・エイチ・シー・フェニックス・

ジャパン投資事業有限責任組合 

SBI ネットシステムズ株式会社 

24.49%

6.02% 

4.12% 

3.38% 

2.30% 

2.29% 

 

2.03% 

1.81% 

 

1.37% 

1.19% 

松本 卓也 

吉川 登 

岩井 陽介 

株式会社ネットスタジアム 

スマップス合資会社 

株式会社日本ビジュアル 

著作権協会 

タイムクリエイト・ホール 

ディングス株式会社 

高橋 章 

中西 正人 

髙田 真吾 

28.76%

11.81%

5.78% 

5.76% 

2.88% 

 

2.88% 

 

2.88% 

2.88% 

2.88% 

1.99% 

※上記のほか、自己株式が 120 株あります。 

 

６．業績への影響の見通し 

 本件の第三者割当増資による業績への影響は未定ですが、確定次第適時開示いたします。 

 



 
７．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、当該増資に係る決議日の直近３ヶ月間（平成 21 年 1 月 13 日か

ら平成 21 年 4 月 10 日まで。ただし、出来高がゼロであった日を除く）の終値の平均株価

29,072 円を基準として、１株 30,000 円（プレミア率３％）といたしました。決議日の直前

終値 69,500 円を参考値とせず、直近 3 ヶ月間の終値平均値を参考値として発行価額を算出

しましたのは、平準化された値を基準とすることが算定根拠として合理的であると判断した

ためであります。 

算定根拠として合理的であると判断した理由につきましては、当社の直近の株価は 69,500

円と当社の今年１～３月の終値平均株価 28,856 円及び３月終値平均株価 21,438 円と比較し

ても大きく上昇しており、かつ直近の日経平均及び東証マザーズ指数の上昇率と比較しても

当社株式の上昇率は大きく乖離しております。また平成 21 年 2 月 16 日に第３四半期決算短

信及び通期業績修正を発表しており、当社が債務超過状態にあること及び通期業績が予想値

よりも下回っていることを公表しており、当社の直近の財務状況が浸透する期間が含まれる

こと、このような理由を鑑み、恣意性や突発性を排除でき、現在の経済状況、直近の当社の

業績及び資本充実の必要性を反映したものであることから、決議日の直近 3 ヶ月間の終値平

均値を参考値に割当先と協議の上決定いたしました。 

また、直近終値は今回の発行価額の約２．３倍である 69,500 円となっており、約 56.8％

のディスカウントとなりますが、当社といたしましては、上記の事実関係に加え、決議日の

直近 3 ヶ月間の終値平均値とすることは日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関す

る指針」（「発行価額は、当該増資に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売

買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額）に０．９を乗じた額以上の価

額であること。ただし、直近日又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、当該決

議の日から発行価額を決定するために適当な期間（最長 6 ヶ月）をさかのぼった日から当該

決議の直前日までの間の平均の価額に０．９を乗じた額以上の価額とすることができる。」）

にも合致するものであることから、発行価額は妥当であると考えております。 

しかしながら、直近終値と発行価額とに乖離があるために、今回の発行価額が有利発行と

なる可能性もあることから、念のため、平成 21 年６月 25 日開催予定の第６期定時株主総会

において有利発行に関する議案の承認を得ることを発行の条件としております。 

(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 

  今回の第三者割当増資による新株発行により、現在の発行株式総数 8,370 株に対して

8,995 株増加し、107%を超える希薄化により既存株主の株主価値を損なうおそれがあります。

今回の発行価額については、有利発行の可能性もあることから、発行価額の設定によっては、

希薄化を抑制できることも考えられましたが、本条件は、割当先と協議の上決定したもので

あり、「１．第三者割当により発行される株式の募集の目的」にもありますとおり、現在当

社が置かれている財務状況を鑑みますと、早期の資金調達が必要であり、今回調達を予定し

ている資金の規模については、安定的な会社運営を行っていくために必要であるため合理的

であると判断しております。  
 

８．割当先の選定理由 

(1)割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 松本 卓也 

住所 東京都港区 



 
当社との関係 該当事項なし 

当社への出資状況 該当事項なし 

 

（平成 21 年４月 10 日現在） 

①商号 株式会社ネットスタジアム 

②事業内容 システムインテグレーション及びＷＥＢ製作 

③設立年月日 平成１９年３月３０日 

④本店所在地 東京都品川区東五反田１丁目１３番１２号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 卓也 

⑥資本金 8,000 千円 

⑦発行済株式数 8,000 株 

⑧純資産 8,580 千円 

⑨総資産 45,843 千円 

⑩決算期 ２月 

⑪従業員数 １４名 

⑫主要取引先 エヌ･ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

⑬大株主及び持株比率 松本 卓也(75%) 

⑭主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
⑮上場会社と割当先の関係 

関 連 当 事 者 へ

の該当状況 
該当事項なし 

⑯最近３年間の業績 （単位：千円）

事業年度の末日 － － 平成 20 年２月期 

売上高 － － 59,172 

営業利益 － － 1,671 

経常利益 － － 1,710 

当期純利益 － － 580 

純資産 － － 8,580 

総資産 － － 45,843 

１株当たり当期純利益(円) － － 72.62 

１株当たり年間配当金(円) － － － 

１株当たり純資産(円) － － 1,072.62 

 



 
 

（平成 21 年４月 10 日現在） 

①商号 スマップス合資会社 

②事業内容 自動車部品設計販売 

③設立年月日 平成 10 年８月 17 日 

④本店所在地 東京都立川市砂川町四丁目５８－１ 

⑤代表者の役職・氏名 無限責任社員 鑓水 伸 

⑥出資金 260 千円 

⑦純資産 △13,394 千円 

⑧総資産 3,702 千円 

⑨決算期 ３月 

⑩従業員数 ４名 

⑪主要取引先 
株式会社阿部商会 

株式会社アドベント 

⑫主要取引銀行 多摩信用金庫 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
⑬上場会社と割当先の関係 

関 連 当 事 者 へ

の該当状況 
該当事項なし 

⑭最近３年間の業績 （単位：千円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 40,322 52,904 34,730 

営業利益 1,836 △849 △1,028 

経常利益 △12 △1,117 △1,109 

当期純利益 △12 △1,117 △1,109 

純資産 △11,097 △12,285 △13,394 

総資産 4,565 5,774 3,702 

 



 
 

（平成 21 年４月 10 日現在） 

①商号 株式会社日本ビジュアル著作権協会 

②事業内容 著作権の管理・仲介 

③設立年月日 昭和５７年１２月１５日 

④本店所在地 東京都新宿区下宮比町３－１ 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 曽我 陽三 

⑥資本金 40,000 千円 

⑦発行済株式数 1,100 株 

⑧純資産 △14,043 千円 

⑨総資産 159,537 千円 

⑩決算期 ６月 

⑪従業員数 １０名 

⑫主要取引先 
株式会社ベネッセコーポレーション 

株式会社栄光 

⑬大株主及び持株比率 
曽我宇一（78%） 

曽我陽三（22%） 

⑭主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
⑮上場会社と割当先の関係 

関 連 当 事 者 へ

の該当状況 

該当事項なし 

⑯最近３年間の業績 （単位：千円）

事業年度の末日 平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 

売上高 155,151 134,789 135,364 

営業利益 7,398 6,209 △21,622 

経常利益 5,584 775 △25,662 

当期純利益 1,680 △168 △25,718 

純資産 11,843 11,675 △14,043 

総資産 169,355 134,291 159,537 

１株当たり当期純利益(円) 2,100 △210 △32,147 

１株当たり年間配当金(円) － － － 

１株当たり純資産(円) 14,804 14,594 △17,554 

 



 
 

（平成 21 年４月 10 日現在） 

①商号 タイムクリエイト・ホールディングス株式会社 

②事業内容 投資事業・事業戦略コンサルティング 

③設立年月日 平成 14 年６月 10 日 

④本店所在地 東京都中央区銀座８－１４－１１ 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 彰 

⑥資本金 10,000 千円 

⑦発行済株式数 200 株 

⑧純資産 25,726 千円 

⑨総資産 40,632 千円 

⑩決算期 ３月 

⑪従業員数 ５名 

⑫主要取引先 コメックス・ジャパン株式会社 

⑬大株主及び持株比率 株式会社タイムクリエイト（50%） 

⑭主要取引銀行 三井住友銀行 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
⑮上場会社と割当先の関係 

関 連 当 事 者 へ

の該当状況 
該当事項なし 

⑯最近３年間の業績 （単位：千円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 369,776 369,703 35,720 

営業利益 487 19,690 △2,974 

経常利益 2,182 12,707 △2,642 

当期純利益 △789 8,981 △2,387 

純資産 19,132 28,114 25,726 

総資産 72,899 64,238 40,632 

１株当たり当期純利益(円) △3,948 44,909 △11,935 

１株当たり年間配当金(円) － － － 

１株当たり純資産(円) 95,661 140,570 128,634 

 



 
 

割当予定先の氏名又は名称 高橋 章 

住所 埼玉県さいたま市 

当社との関係 該当事項なし 

当社への出資状況 該当事項なし 

 

割当予定先の氏名又は名称 岩井 陽介 

住所 東京都港区 

当社との関係 提出日現在、当社は割当先より 30,000 千円の借入があります。

当社への出資状況 提出日現在、6.02%の出資 

 

割当予定先の氏名又は名称 中西 正人 

住所 東京都港区 

当社との関係 該当事項なし 

当社への出資状況 該当事項なし 

 

(2)割当先を選定した理由 

  当社は、「１．第三者割当により発行される株式の募集の目的」に述べました通り、平成

21 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間において、7,227 千円の債務超過となるとともに、当社

の株式上場時価総額は 3 億円を下回り、上場廃止の可能性がある状況となりました。また、

1 年以内返済予定の金融機関借入金及び１年以内返済予定社債の合計が 459,969 千円ありま

す。このような当社グループの経営状態下において、返済延期や金融機関からの追加借入は

困難であり、当社は債務超過の解消及び金融機関への返済金の確保を図るため、今回の第三

者割当増資を決定いたしました。 

増資における割当先を選定するにあたり、当社が独立性を保ちながら事業を安定継続でき

る経営環境の再建に向けて、当社グループの経営状態および経営の基本的な方針について十

分な理解があり、その上でご支援いただける投資家を第一に考えております。 

今回選定いたしました松本卓也氏につきましては、金融機関からのご紹介で、金融機関向

けシステム開発などで実績のある株式会社トラストファイナンスや各種ポータルサイトの

開発運用を行っている株式会社ネットスタジアムの代表者でもあり、システムソリューショ

ン・IT 分野における経営ノウハウが豊富であります。また同氏の多分野における人脈は当

社の財務基盤の改善や新規顧客開拓において有益であり、大手金融機関でのご経歴をもつ高

橋章氏も松本氏からのご紹介によるもので、今後中長期的に当社の資本政策においてご支援

を賜れるものと考えております。岩井陽介氏におきましては、上場ベンチャー企業創業のご

経歴をもち、経営者としての経営ノウハウおよび人脈が豊富であり、当社の予てからの主要

株主として、当社及び当社を取巻く環境の現状についてご理解、ご支援いただいていており

ます。平成 21 年 2 月 16 日の借入金（金融機関への返済および運転資金補填の目的）3 千万

円の一部につき、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）といたします。中西正人氏に

つきましても、上場ベンチャー企業創業のご経歴をもち、IT・モバイル分野における経営ノ

ウハウや事業経験が豊富であり、当社の今後の事業展開において非常に有益であると考えま

す。同氏は岩井陽介氏が代表者のベンチャー企業の経営者の一人でもあります。各個人投資



 
家におきまして、当社の企業価値向上に向けご支援いただく目的での当社株式の保有であり、

短期売買目的ではありません。また、各事業会社におきましては、資本関係の強化を通じて、

資金面以外でも当社グループの企業価値向上に資するものになると考えております。松本卓

也氏が代表者である株式会社ネットスタジアムにおきましては、「システムインテグレーシ

ョン」と「ＷＥＢ制作」を軸に事業を展開されており、当社の受託システム開発やサポート、

当社子会社の Web 企画・制作事業における委託受託関係や、各社間での開発リソースの補完

関係の構築が図れるものと考えます。スマップス合資会社におきましては、自動車向け製品

の開発販売を主軸に事業展開されており、当社子会社の中古車査定システム販売におけるプ

レマーケティング業務など、営業面での業務提携が期待できます。また、株式会社日本ビジ

ュアル著作権協会（JVCA）におきましては、JVCA が管理している著作物のアーカイブ・配

信システムの構築をはじめとした事業提携を見据えております。タイムクリエイト・ホール

ディングス株式会社におきましては、事業戦略コンサルティングにおけるノウハウ提供を含

め、当社をご支援いただけるものと考えております。各事業会社は松本氏からのご紹介であ

り、当社としましても今後の事業展開を見据えた提携先であると認識しております。各社の

財務状況を営業報告書より確認しましたところ、事業会社の中には前年度実績におきまして

当期純損失を計上している企業も含まれますが、資本提携後の互いの業績向上を見据えおり、

当該払込期日までに、松本氏が 100％株式を所有する株式会社日本メール・オーダーから各

企業への貸付に関して及び貸付先との間で当社株式を担保に供しない旨の確約を得ており

ます。また、全割当先、日本メール・オーダーおよびその関係者の反社会的勢力とのつなが

りについては、民間の調査会社での確認を行っております。 

(3)割当先の保有方針 

  当社は今回の主要割当先である、松本氏及び株式会社ネットスタジアムとの間におきまし

て、6 ヶ月間継続保有する旨の合意を得ております。またその他の割当先との間においては、

割当新株式について継続保有及び預託に関する取り決めはありませんが、今回引き受け頂い

た各個人投資家は、当社の企業価値向上に向けご支援いただく目的での当社株式の保有であ

り、短期売買目的ではない事、また各事業会社におきましては、資本関係の強化を通じて、

資金面以外でも当社グループの企業価値向上に資するものであり、長期保有目的であること

を確認しております。また、払込期日より２年間において、当該割当新株式の全部または一

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

価額、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて通知する旨の確約を得る予定です。 

(4)割当先の協業予定及び役員受入の予定について 

  役員受入につきましては、現時点では予定しておりません。また、協業につきましては、

株式会社日本ビジュアル著作権協会様との間で包括的な業務提携に向けた討議を進めてお

り、確定次第開示いたします。 

(5)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発行に関する契約及び株券消費貸借契約を

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。 



 
 

Ⅱ．主要株主の異動 

１．異動が生じた経緯 

  今回の第三者割当増資により、筆頭株主の異動が生じる予定であります。 

２． 新たに当社の主要株主になることとなる株主の概要 

(1) 当該株主の名称等 

氏名又は名称 松本 卓也 

住所 東京都港区 

 

(2) 異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
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 － － －

異動後 
4,995 個

（4,995 株）
28.76％ 第１位

 

３． 筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 

(1) 当該株主の名称等 

氏名又は名称 吉川 登 

住所 奈良県生駒市 

職業 当社代表取締役社長 

 

(2) 異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
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 

（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

2,050 個 

（2,050 株） 
24.49％ 第１位 

異動後 
2,050 個 

（2,050 株） 
11.81％ 第２位 

 

４．異動年月日 

  平成 21 年６月 29 日（上記第三者割当増資における払込日） 

 

５．今後の見通し 

  今回の第三者割当増資により、松本卓也氏は個人での引受 4,995 株及び松本卓也氏が代

表を務める株式会社ネットスタジアムでの引受 1,000 株、合計で 5,995 株となり、発行済

株式数の 34.52%を所有することとなるため、株主総会での承認を必要とする各種事項を

含む最終決定に対し、多大な影響力を持つこととなります。 

   当社は同氏と良好な関係を構築しておりますが、今後何らかの要因が生じた場合、当社

の運営及び業績等に影響を与える可能性があります。 

 

以上  
 



 
（別添）発行要領 

(1) 発行新株式数      ：普通株式 8,995 株 

(2) 発行価額        ：１株当たり 30,000 円 

(3) 発行価額の総額     ：269,850,000 円 

(4) 資本組入額       ：134,925,000 円 

(5) 募集又は割当方法    ：第三者割当の方法による 

(6) 申込期間        ：平成 21 年６月 26 日から平成 21 年６月 29 日 

(7) 払込期日        ：平成 21 年６月 29 日 

(8) 割当先         ：松本卓也                        4,995 株 

株式会社ネットスタジアム     1,000 株 

スマップス合資会社         500 株 

株式会社日本ビジュアル著作権協会  500 株 

タイムクリエイト・ホールディングス株式会社 500 株 

高橋 章              500 株 

岩井陽介              500 株 

                         中西正人              500 株 

(9) 上記各項については、平成 21 年６月 25 日開催予定の第６期定時株主総会において承認が

得られること、並びに金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする 


