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平成 21 年５月 14 日 

各     位 

株 式 会 社 ゼ ク ス

代 表 取 締 役 社 長  平 山  啓 行

（コード番号：8913 東証第一部）

問 合 せ 先 常 務 取 締 役  増 田 達 哉

電 話 番 号  0 3－ 6 8 9 0－ 1 0 2 0 (代表 )

 
第三者割当による新株式（デット･エクイティ･スワップ）の発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年５月 14 日開催の取締役会において、再度、第三者割当による新株式（デット･エクイティ･ス

ワップ）の発行に関し、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。また、平成 21 年５月１日付

プレスリリース「第三者割当増資による新株式（デット・エクイティ・スワップ）及び第八回新株予約券の発行に

関するお知らせ」の中止につきましては、同日付プレスリリース「第三者割当増資による新株式（デット・エクイ

ティ・スワップ）及び第八回新株予約券の発行の中止に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．第三者割当による新株式及び新株予約権発行の目的及び理由 

当社グループを取り巻く事業環境は、一昨年の夏以降のサブプライムローン問題の長期化に伴う世界的な

金融市場の混乱、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢の厳格化、及び不動産市況の急速な縮小等により、

極めて厳しい状況が続いております。また、昨年来、上場会社の倒産が相次ぐとともに、不動産セクターに

位置する会社をはじめ多くの新興企業には、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している旨の注記が

付されるなど、当面のところ当社を取り巻く事業環境は非常に厳しい状態が継続するものと考えられます。

こうした危機的な状況を乗り越えるべく、当社グループは昨年初来、「選択と集中」によるグループ会社の再

編並びに販売費及び一般管理費の削減を中心としたコスト削減等財務リストラを行ってまいりました。 

しかしながら、平成 21 年４月 14 日付プレスリリース「特別損益の発生および通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」にてお伝えいたしましたように、当社グループは、平成 21 年５月期の通期連結業績において 98

億円の当期純損失を計上する見込みであり、また、キャッシュ・フローにつきましても、引き続き営業キャ

ッシュ・フローが赤字となることが予想されます。 

そのような中、当社グループは、シニアハウジング＆サービス事業をグループ事業の核とし、早期に不動

産事業に依存しない経営体質への転換を図ることを目指しております。すなわち、当社グループは、不動産

コンサルティング事業に関しては、当面、既存の在庫物件の処分に集中する一方で、健常高齢者向けシニア

住宅事業における入居率の向上に注力することにより、現状赤字となっているシニアハウジング＆サービス

事業を早期に黒字化させるとともに、安定した経営基盤を構築することを目指しております。そのためにも、

シニアハウジング＆サービス事業におけるマーケティング活動への積極的な資金投入と共に、安定収益構築

までの当面の当社グループの運転資金のために、今後約１年程度の間に約 50 億円程度の資金需要を見込んで

おります。 

一方で、予想以上の信用縮小や不動産市場環境の悪化に伴う関連会社の破綻や不動産売却損失の膨張から、

平成 21 年５月期第３四半期決算において、当社グループは 554 百万円の債務超過に陥りました。また、第４

四半期においても約 17 億円の純損失を見込んでおり、平成 21 年５月期末における債務超過の回避および資本

の充実が急務と考えております。 
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これまでに当社は、平成 21 年１月 29 日付にて、新株式ならびに新株予約権の発行登録を行うことを決議

し、平成 21 年２月 26 日開催の取締役会決議に基づき平成 21 年３月 13 日付にて第三者割当による新株式及

び第七回新株予約権を発行いたしました。また、当社は、平成 21 年４月 21 日開催の臨時株主総会において

定款の一部変更に関する決議を行い、従来 748,000 株であった発行可能株式総数を 2,976,000 株へ拡大する

とともに、平成 21 年４月 14 日開催の取締役会において再度臨時株主総会招集のための基準日設定を行うこ

とを決議し、平成 21 年６月開催予定の臨時株主総会において、再度、発行可能株式総数を拡大することを予

定しております。 

当社グループを取り巻く厳しい事業環境を踏まえ、直面する債務超過の回避・自己資本の充実、および今

後の経営基盤確立に向けての資金調達の一環として、当社は平成 21 年５月 14 日開催の取締役会において、

第三者割当による新株式(発行総額 1,683,000,000 円)の発行を行うことを決議いたしました。 

この度の第三者割当により新株式の発行は、当社債権者の一部の方に当社向け債権を現物出資して頂くこ

とにより行うものであります。この増資により、既に本年３月 13 日付けにて発行済の第三者割当による新株

発行（発行総額 520 百万円）及び同日付で発行した第七回新株予約権の行使（行使総額 695 百万円。ただし、

平成 21 年４月 30 日現在までにおける行使総額は 80 百万円）とあわせて、平成 21 年５月期末における債務

超過の回避を目指すとともに、有利子負債の削減・資本の増強を図ってまいります。 

足元の資本市場環境が非常に不安定で、かつ特に不動産セクターに属する中堅企業に対する適時適切な調

達が必ずしも可能とはいえない中で、将来の資金需要に事前に備えておくことが重要であり、かつ中期的な

財務基盤の建て直しに寄与するものと考えております。大幅な株価変動等により新株予約権が未行使となる

リスクは皆無ではないものの、この度の割当先は、当社の経営再建における支援者として当社の資金需要を

鑑み新株予約権の行使を通じて、機動的かつ柔軟な資金調達が可能となるようご支援、ご協力頂けるものと

考えております。 

また、上記の第七回新株予約権の行使状況及び当社グループの事業進捗推移を踏まえ、今後の資金需要に

関しましては、その時点における金融・資本市場環境及び当社グループの財務状況等を総合的に勘案し、適

時・適切な方法にて資金調達を実施していく予定です。なお、平成 21 年５月１日付にて発行決議を行ってお

りました第八回新株予約権につきましては、発行条件並びにスキーム等を変更する必要が生じ、割当先との

間での協議に時間を要することとなったため、この度の第三者割当増資に際し、発行を見合わせることとな

りました。 

当面の経済・金融環境を踏まえ、当社グループが直面する経営課題と現状及び中長期に亘る収益基盤の再

構築及びその拡大を図るためには、自己資本の増強・財務基盤の再構築が急務であり、ステークホルダーの

皆様からの信用の回復並びに資金繰りの安定化を図ることが必須であると考えおります。 

今回の第三者割当増資の実施による新株式の発行により、既存株主の皆様に議決権割合の希薄化が生じてし

まうことについては誠に遺憾ではございますが、当社は今回の資金調達を含め、再建に向けての様々な施策

の実行により、早期に事業の建て直しと営業キャッシュ・フローの黒字化を目指し、今後も上場会社として

の企業価値を高めることで、株主の皆様のご期待に応えていきたいと考えております。 

 

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） 

   調達予定額：1,632,510,000 

発行価額総額 ： 1,683,000,000 円 

発行に係る諸経費 ：   50,490,000 円 

現物出資分 ：  1,632,510,000 円 

  

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

調達する資金につきましては、当社に対して有する金銭債権の現物出資の方法によるため、手取金はありま
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せん。 

 （３）調達する資金の支出予定時期 

調達する資金につきましては、当社に対して有する金銭債権の現物出資の方法によるため、資金の支出予定

時期について該当事項はありません。 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

    金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法により新株式を発行することにより、調達

できる資金はないものの、平成 21 年５月期末における債務超過の回避を目指すとともに、有利子負債ならび

に未払債務を圧縮することが可能となり、さらなる財務体質の改善に資するものと考えており、今回の資金

調達における資金の使途には合理性があるものと判断しております。 

 

３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 

 

（２）現時点時における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 21 年４月 30 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 824,038 株 100.0%

現時点の行使価額における潜在

株式数 
621,388 株 75.4%

下限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
― ―

上限値の転換価額（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 

・第三者割当による新株式発行 

発行期日 平成 21 年５月 14 日 

調達資金の額 

1,632,510,000 円（差引手取概算額） 

（なお、当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・

スワップ）によるものであるため、資金調達はありません。） 

発行価額 

１株当たり 1,100 円  

（なお、当該新株予約権の発行に係る取締役会決議の前日（平成 21

年５月 13 日）における株式会社東京証券取引所公表の当社普通株

式の普通取引の終値を参考に決定しております。） 

募集時における発行済株式数 824,038 株 

当該増資による発行株式数 1,530,000 株 

募集後における発行済株式数 2,354,038 株 

割当先 

株式会社エネアス・インベストメント 

株式会社アイ・インベストメント 

株式会社ヒロ・アセット 

決算期 平成 18 年５月期 平成 19 年５月期 平成 20 年５月期 

売上高 23,058 58,906 84,264

営業利益 3,092 6,294 4,524

経常利益 2,255 3,755 1,600

当期純利益 928 1,663 △6,520

１株当たり当期純利益（円） 10,653.83 8,553.07 △29,739.53

１株当たり配当金（円） 1,000 1,200 0

１株当たり純資産（円） 87,069.85 66,701.85 35,849.87
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株式会社ハンバーストーン 

佐藤工業株式会社 

斉須 繁雄 

資金の使途 
不動産コンサルティング事業及びシニアハウジング＆サービス事業

等の事業資金（借入時点における資金使途を記載。） 

支出予定時期 
金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によ

るため、既に事業資金に充当されております。 

 

  （４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 ・第三者割当による第一回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

発行期日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 4,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（245,300 円）における潜在株式数：16,306 株 

現時点における転換状況 行使価額：21,919 株（残高：０円） 

当初の資金使途 シニアハウジング＆サービス事業の施設開発 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 シニアハウジング＆サービス事業の施設開発に充当しました。 

・第三者割当による第一回新株予約権の発行 

新株予約権割当日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：5,586 株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権の全部が行使され 1,000,000,000 円を不動産物件取得に充

当しました。 

 ・第三者割当による第二回新株予約権の発行 

新株予約権割当日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：8,064 株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権の全部が行使され 1,000,000,000 円を不動産物件取得に充

当しました。 

 ・第三者割当による第三回新株予約権の発行 

発行期日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 
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現時点における転換状況 行使済株式数：０株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権は行使されておらず、平成 19 年８月１日開催の取締役会決

議に基づき、平成 19 年８月 17 日付にて本新株予約権の全部の取得およ

び取得した全ての自己新株予約権の消却を行いました。 

・第三者割当による第四回新株予約権の発行 

発行期日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：０株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権は行使されておらず、平成 19 年８月１日開催の取締役会決

議に基づき、平成 19 年８月 17 日付にて本新株予約権の全部の取得およ

び取得した全ての自己新株予約権の消却を行いました。 

 ・第三者割当による第五回新株予約権の発行 

発行期日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：０株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権は行使されておらず、平成 19 年８月１日開催の取締役会決

議に基づき、平成 19 年８月 17 日付にて本新株予約権の全部の取得およ

び取得した全ての自己新株予約権の消却を行いました。 

 ・第三者割当による第六回新株予約権の発行 

発行期日 平成 18 年 11 月 14 日 

資金調達の額 1,000,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 187,292 株（注：平成 18 年 11 月 14 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（334,500 円）における潜在株式数：2,989 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：０株（残高：０円） 

当初の資金使途 今後発生する不動産プロジェクトの物件取得費用ならびに運転資金 

割当先 野村證券株式会社 

支出予定時期 平成 18 年 12 月以降 

現時点における充当状況 本新株予約権は行使されておらず、平成 19 年８月１日開催の取締役会決

議に基づき、平成 19 年８月 17 日付にて本新株予約権の全部の取得およ

び取得した全ての自己新株予約権の消却を行いました。 

 ・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 

資金調達の額 
520,000,000 円 

（なお、内 320,000,000 円については、株式会社セイクレスト株式（１
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株当たり 2,000 円、160,000 株）の現物出資によるものであり、資金調

達はありません。） 

発行価額 １株当たり 1,000 円 

募集時における発行済株式数 224,038 株（注：平成 21 年３月 13 日時点） 

当該増資による発行株式数 520,000 株 

募集後における発行済株式数 744,038 株 

割当先 

株式会社ヒロ・アセット 

ＯＶＥ第２号投資事業組合 

石坂 芳男 

斉須 繁雄 

小島 順一郎 

國光 裕 

株式会社日建 

当初の資金使途 
健常高齢者向シニア住宅の入居募集・販売諸経費、運営サービスに係る

諸経費、運転資金 

支出予定時期 平成 21 年３月以降 

現時点における充当状況 
健常高齢者向シニア住宅の入居募集・販売諸経費、運営サービスに係る

諸経費に充当しました。 

・第三者割当による第七回新株予約権の発行 

発行期日 平成 21 年３月 13 日 

資金調達の額 698,961,500 円 

募集時点における発行済株式数 744,038 株（注：平成 21 年３月 13 日時点） 

募集時点における潜在株式数 当初の行使価額（1,000 円）における潜在株式数：615,000 株 

現時点における転換状況 行使済株式数：80,000 株（残高：615,000,000 円） 

当初の資金使途 
健常高齢者向シニア住宅の入居募集・販売諸経費、運営サービスに係る

諸経費、コンバージョン型健常高齢者向けシニア住宅の改造資金 

割当先 

ＯＶＥ第２号投資事業組合 

石坂 芳男 

斉須 繁雄 

小島 順一郎 

支出予定時期 平成 21 年４月以降 

現時点における充当状況 今後、新株予約権の行使が行われた場合には、健常高齢者向シニア住宅

の入居募集・販売諸経費、運営サービスに係る諸経費に充当いたします。

 

（５） 近の株価状況 

 ① 近３年間の状況 

 平成 18 年５月期 平成 19 年５月期 平成 20 年５月期 

始値 282,000 円 240,000 円 147,000 円

高値 
704,000 円

□251,000 円
265,000 円 169,000 円

安値 
282,000 円

□230,000 円
141,000 円 30,000 円

終値 244,000 円 145,000 円 71,200 円

（注） 当社株式は、平成 18 年 11 月１日付をもって東京証券取引所市場第２部から市場第１部へ指定替えと

なっております。よって、 高・ 低株価については、平成 18 年 10 月 31 日以前は東京証券取引市場第

２部におけるものであり、平成 18 年 11 月１日以降は市場第１部のものであります。 

□印は、株式分割による権利落後の 高・ 低株価であります。 

 

 

 

 

  ② 近 6 ヶ月の状況    
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 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 平成 21 年４月

始値 4,600 円 3,900 円 3,320 円 2,150 円 1,690 円 1,690 円

高値 5,150 円 3,940 円 3,500 円 2,150 円 5,390 円 2,125 円

安値 3,000 円 3,000 円 1,901 円 970 円 1,628 円 1,020 円

終値 3,750 円 3,220 円 2,100 円 1,490 円 1,701 円 1,057 円

 

  ③ 発行決議日前日における株価（単位：円）    

 平成 21 年５月 13 日 

始値 1,298 円 

高値 1,345 円 

安値 1,199 円 

終値 1,208 円 

 

４．募集後の大株主及び持ち株比率 

募集前（平成 21 年４月 30 日現在） 
募集前 

（第七回新株予約権が全部行使された場合） 

株式会社ヒロ・アセット 18.69％ 石坂 芳男 12.16％ 

有限会社フクジュコーポレーション 5.87％ 斉須 繁雄 12.16％ 

國光 裕 2.43％ 小島 順一郎 11.81％ 

日本証券金融株式会社 2.01％ 株式会社ヒロ・アセット 10.70％ 

小泉 新 1.91％ ＯＶＥ第２号投資事業組合 6.60％ 

後藤 仲興 1.53％ 有限会社フクジュコーポレーション 3.36％ 

平山 啓行 1.22％ 國光 裕 1.39％ 

株式会社日建 1.21％ 日本証券金融株式会社 1.15％ 

増田 達哉 1.13％ 小泉 新 1.09％ 

株式会社ドリームインキュベータ 1.04％ 後藤 仲興 0.87％ 

 

募集後（新株式の第三者割当増資後） 

株式会社ヒロ・アセット 16.58％ 

株式会社エネアス・インベストメント 15.80％ 

株式会社アイ・インベストメント 12.46％ 

斉須 繁雄 8.96％ 

株式会社ハンバーストーン 6.12％ 

石坂 芳男 5.89％ 

小島 順一郎 5.73％ 

ＯＶＥ第２号投資事業組合 3.20％ 

佐藤工業株式会社 2.69％ 

有限会社フクジュコーポレーション 1.63％ 

（注）募集前および募集後の内容につきましては、平成 21 年４月 30 日現在の所有株式数および発行済株式数に、

第七回新株予約権が全部行使された場合に発行される新株式数を加味した後の所有株式数および発行済株

式数に基づき持株比率を記載しております。 

 

 ５．業績への影響の見通し 

  現在のところ、平成21年４月14日に発表いたしました平成21年５月期の通期業績予想に変更はありません。 

 なお、今回の第三者割当増資による新株式の発行等が業績に与える影響につきましては、今後精査していく

予定でありますが、株式会社ゼクスの連結業績の向上に資するものと考えております。その結果として、今後
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平成 21 年５月期の通期業績予想に修正の必要性が生じた場合には、確定次第速やかにお知らせいたします。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）新株式の発行価額の算定根拠 

  本新株式の１株当たりの発行価額は、当該新株式の発行に係る取締役会決議の前日（平成 21 年５月 13 日）

における株式会社東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の 終価格（以下「終値」という。）

1,208 円を参考として、1,100 円といたしました。 

    なお、会社法第 207 条第９項第５号の定めに基づき、本第三者割当増資における現物出資には検査役の調

査が不要となっております。 

 

（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式の発行により新たに増加する株式は、現在の発行済株式数の約

185.7％にあたり、これにより、結果として株式の希薄化を生じさせることとなりますが、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、今回の第三者割当増資の実施は必要不可欠のものであると考えております。また、必要 低限の

資金需要およびデット・エクイティ・スワップによる債務の圧縮効果等を勘案した上で、株式の発行数量を

決定しているため、本第三者割当増資により新たに発行する株式の数量並びに希薄化の規模は合理的である

と考えております。 

なお、今回の第三者割当増資の実施により大幅に株式の希薄化を生じさせることとなりますが、当社を取

り巻く環境等を鑑み、今回の第三者割当増資の実施に際し決定した発行数量及び発行価額、並びにこれらの

決定方法につき当社の取締役並びに監査役全員の同意を得ております。 

今回の第三者割当増資の実施による新株式の発行により、既存株主の皆様に議決権割合の希薄化が生じ

てしまうことについては誠に遺憾ではございますが、株式会社東京証券取引所における上場を維持するとと

もに、１株あたりの利益（ＥＰＳ）及び１株あたり純資産（ＢＰＳ）の向上を目指し、企業価値の向上を通

じて株式市場での評価を高めることで、既存株主の皆様のご期待に応えられるように努めてまいります。 

   既存株主の皆様におかれましては、当社の現状をご理解頂き、今後ともご支援を賜りますよう、宜しくお

願いいたします。 

 

７．割当先の選定理由 

（１）割当先の概要（平成 21 年５月 14 日現在） 

  第三者割当増資 

①商号 株式会社エネアス・インベストメント 

②割当株数 469,092 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 

の目的とする財産の内容 

種類：金銭貸付債権 

価額：516,001,200 円 

⑤事業内容 不動産業 

⑥設立年月日 平成 18 年２月 27 日 

⑦本店所在地 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 ㈲ＵＡＰマネジメント内 

⑧代表者の役職・氏名 取締役 平野 和俊 

⑨資本金の額 10,000 千円 

⑩発行済株式数 200 株 

⑬決算期 １月 

⑭従業員数 該当事項はありません。 

⑮大株主 有限責任中間法人ウェル・フェア・ラボラトリィ 
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資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 

該当事項はありません。  

取引関係 当社に対し貸付債権を有しております。 

人的関係 
当社の税務顧問である有限会社ＵＡＰマネジメント

が事務受託を行う会社であります。 

⑯当社との関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。  

 

①商号 株式会社アイ・インベストメント 

②割当株数 370,000 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 

の目的とする財産の内容 

種類：金銭貸付債権 

価額：407,000,000 円 

⑤事業内容 総合リース業、投資業 

⑥設立年月日 平成 18 年２月 22 日 

⑦本店所在地 東京都港区西麻布三丁目 17 番 26 号 

⑧代表者の役職・氏名 代表取締役 原 正蔵 

⑨資本金の額 10,000 千円 

⑩発行済株式数 9,953,792 株 

⑬決算期 １月 

⑭従業員数 

（平成 21 年１月 31 日現在） 
７名 

⑮大株主 原 正蔵他 

資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 
該当事項はありません。 

取引関係 当社に対し貸付債権を有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

⑯当社との関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

①商号 株式会社ヒロ・アセット 

②割当株数 338,181 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 

の目的とする財産の内容 

種類：金銭貸付債権 

価額：371,999,100 円 

⑤事業内容 有価証券の投資、売買、保有 

⑥設立年月日 平成 16 年３月 26 日 

⑦本店所在地 東京都港区芝浦四丁目 20 番２号 1517 号 

⑧代表者の役職・氏名 代表取締役 平山 光世 

⑨資本金の額 3,000 千円 

⑩発行済株式数 60 株 

⑬決算期 10 月 

⑭従業員数 該当事項はありません。 

⑮大株主 平山 啓行他 

⑯当社との関係等 
資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 
当社株式を 154,000 株（18.7％）保有しております。
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取引関係 当社に対し貸付債権を有しております。 

人的関係 
当社代表取締役の近親者が代表を務める会社であり

ます。 

関連当事者へ

の該当状況 

当社大株主であり、当社関連当事者に該当しており

ます。 

 

 

①商号 株式会社ハンバーストーン 

②割当株数 181,818 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 

の目的とする財産の内容 

種類：金銭貸付債権 

価額：199,999,800 円 

⑤事業内容 不動産業 

⑥設立年月日 平成 20 年３月 17 日 

⑦本店所在地 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 ㈲ＵＡＰマネジメント内 

⑧代表者の役職・氏名 取締役 平野 和俊 

⑨資本金の額 100,000 円 

⑩発行済株式数 １株 

⑬決算期 ２月 

⑭従業員数 該当事項はありません。 

⑮大株主 有限会社ＵＡＰマネジメント 

資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 
該当事項はありません。  

取引関係 当社に対し貸付債権を有しております。 

人的関係 
当社の税務顧問である有限会社ＵＡＰマネジメント

が事務受託を行う会社であります。 

⑯当社との関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。  

  

①氏名 斉須 繁雄 

②割当株数 90,909 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 

の目的とする財産の内容 

種類：金銭貸付債権 

価額：99,999,900 円 

⑤住所 福島県西白河郡泉崎村 

⑥斉須繁雄氏の概要 歯科医師 

資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 
該当事項はありません。 

取引関係 当社に対し貸付債権を有してります。 

人的関係 該当事項はありません。  

⑦当社との関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。  

 

①商号 佐藤工業株式会社 

②割当株数 80,000 株 

③金銭による払込金額 該当事項はありません。 

④金銭以外の財産の現物出資 種類：売掛債権 
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の目的とする財産の内容 価額：88,000,000 円 

⑤事業内容 建設業 

⑥設立年月日 昭和６年７月 20 日 

⑦本店所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目 12 番 19 号 

⑧代表者の役職・氏名 代表取締役会長 森本 裕士 

⑨資本金の額 3,000,000 千円 

⑩発行済株式数 60,000,000 株 

⑬決算期 ６月 

⑭従業員数 

（平成 20 年６月 30 日現在） 
1,233 人 

⑮大株主 川田工業株式会社、若築建設株式会社他 

資本関係 
(平成 21 年４月

30 日現在) 
該当事項はありません。  

取引関係 当社に対し売掛債権を有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

⑯当社との関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。  

 

（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べく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、今回の第三者割当増資の実施は必要

不可欠のものであると考えております。また、短期利益の追求ではなく、当社グループの経営状態および今

後の再建に向けての基本的な経営方針について十分な理解があり、中長期的に良好なパートナーシップを維

持できることを条件に、割当先を検討してまいりました。 

このような割当方針の下、平成 21 年３月 13 日発行の第三者割当による新株式の割当先でもあり、今後の

当社の企業価値向上に向けて継続的なご支援を頂け、かつ大株主でもある株式会社ヒロ・アセットを割当先

として選定し、当社に対して有する貸付債権（注：原始債権は、株式会社エネアス・インベストメントと当

社との間で平成 20 年８月以降に締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付債権であり、株式会社エネアス・

インベストメントはその債権の一部を株式会社ヒロ・アセットに譲渡しております。）の一部 371,999,100

円を現物出資（デット・エクイティ・スワップ）することにより新株式を割当てることといたしました。ま

た、割当先のうち株式会社アイ・インベストメントは、中堅オーナー系企業の資産管理会社であり、株式会

社エネアス・インベストメント並びに株式会社ハンバーストーンは投融資事業を主たる目的とする会社であ

り、当社の税務顧問である有限会社ＵＡＰマネジメントが事務代行等を受託している会社であります。これ

らの３社は、当社の経営基盤安定のために当社に対して継続的に不動産コンサルティング事業に対するプロ

ジェクト資金等の事業資金の支援を行って頂いており、当社に対してそれぞれ貸付債権を保有しております。

株式会社アイ・インベストメントは、当社に対して有する貸付債権（注：原始債権は、当社子会社が株式会

社アイ・インベストメントとの間で締結した平成 20 年４月２日付金銭消費貸借契約に基づく貸付債権であ

り、当社はその債権の一部につき債務引受を行っております。）の一部 407,000,000 円を、株式会社エネア

ス・インベストメントは、平成 20 年６月以降に締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付債権の一部

516,001,200 円を、並びに株式会社ハンバーストーンは、当社に対して有する貸付債権（注：原始債権は、

株式会社ボンセジュールと当社との間で平成20年８月25日に締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付債権

であり、株式会社ボンセジュールはその債権を株式会社ハンバーストーンに譲渡しております。）の一部

199,999,800 円をそれぞれ現物出資（デット・エクイティ・スワップ）することにより新株式を割当てるこ

とといたしました。また、割当先のうち佐藤工業株式会社は、当社の不動産コンサルティング事業における

取引先であり、当社に対して売掛債権 100,000,000 円を有していることから、当該売掛債権の一部

88,000,000 円を現物出資（デット・エクイティ・スワップ）することにより新株式を割当てることといたし
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ました。割当先のうち斉須繁雄氏は、平成 21 年３月 13 日発行の第三者割当による新株式及び第七回新株予

約権を発行する際に、当社の業務提携先である株式会社セイクレストよりご紹介を受け割当先として選定し

ており、当社のシニアハウジング＆サービス事業を核とする再建に向けた様々な取組みにもご賛同賜り、今

後も継続してご支援頂けるものと考えております。当社は、斉須繁雄氏から当該第三者割当による新株式発

行までのシニアハウジング＆サービス事業運営のためのつなぎ資金として平成 21 年４月締結の金銭消費貸

借契約に基づき 100,000,000 円の借入れを行っており、当該貸付債権の一部 99,999,900 円を現物出資（デ

ット・エクイティ・スワップ）することにより新株式を割当てることといたしました。なお、斉須繁雄氏に

ついては、平成 21 年３月 13 日付にて第三者割当により当社株式を引き受けて頂いた後、一部大量保有報告

書の提出等に不備が見受けられますが、平成 21 年３月の第三者割当実施以降、本有価証券届出書に基づく

第三者割当による新株式発行までのつなぎ資金をご融資頂くなど、当社グループの事業に対しても深いご理

解とご協力を賜っており、今後も継続的にご支援頂けるものと考えております。また、今後は、当社が第三

者割当の方法により割当てた新株式の譲渡を行う際には、書面にて事前の通知を行って頂くこと及び金融商

品取引法に基づき大量保有報告書の変更報告書の提出が必要と認められる場合においては、法定期限内に大

量保有報告書の変更報告書をご提出して頂ける旨の確約を得ております。なお、当社においても、すみやか

に情報開示を行うことが出来る体制を整備するとともに、発行会社としてこのような事態の再発防止に努め

て参る所存であります。なお、現物出資に係る貸付債権の利率については４～６％となっております。 

割当先の皆様には、当社の事業再建に向けての取り組みや事業内容等にご理解とご協力を頂いており、

これらの債権を現物出資して頂くことで、有利子負債の圧縮、自己資本の増強等の財務体質の改善につなが

るとともに、当社の企業価値向上に向けてご支援頂ける相手先であるため割当先として選定いたしました。 

当社は、当該割当先との面談又は信用調査機関の調査を通じて、当該割当先が反社会的勢力との取引関係

および資本関係等を有していないことを確認しており、当該割当先からも、当該割当先並びに当該割当先の

資金調達先が反社会的勢力との取引関係および資本関係等を一切有しておらず、また将来におきましても同

関係を有しないことを書面にて確認いたしております。 

  （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を受けて行われたものではありません。 

 

（３）割当先の保有方針 

    今回第三者割当の方法により発行する新株式について、当社と割当先との間で、割当新株式を払込期日か

ら２年間において譲渡する場合には、遅滞なく当社に報告する旨の内諾を得ております。 

   また、株式会社ヒロ・アセットについては、割当新株式を中長期的に保有する方針である旨の意向を聞 

  いております。 

当社は、平成 21 年５月 13 日付プレスリリース「その他の関係会社の異動及び主要株主の異動に関するお

知らせ」にてお知らせしましたとおり、平成 21 年５月 13 日付にて、株主名簿管理人より受領した平成 21

年４月 30 日（平成 21 年６月開催予定の当社臨時株主総会の基準日）現在の主要株主異動報告書により、そ

の他関係会社並びに主要株主に異動が生じていることが判明したことに伴い、平成 21 年５月１日付で提出

した有価証券届出書ならびにプレスリリースの記載事項の中で不明朗な部分があり、当社として確認すべき

事項が生じ、当該事項の調査に時間を要すこととなりました。 

なお、当社は、現在、ＯＶＥ第２号投資事業組合他３名の方々に当該譲渡に関する状況を確認するとと

もに、株主名簿管理人を通じて調査を行っており、すみやかに調査・確認を完了させ、当該状況が判明し次

第適時お知らせする所存でありますが、遅くとも払込期日の前日（平成 21 年５月 28 日）までの間に当該状

況の調査・確認を完了させる予定です。 

 

 
以 上 

 
 
（別添）発行要項 
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Ⅰ 新株式の発行要項 

１．募集株式の種類及び数 普通株式 1,530,000 株 

２．募集株式の発行価額 １株につき 1,100 円 

（なお、当該新株予約権の発行に係る取締役会決議の前日（平成 21 年５月

13 日）における株式会社東京証券取引所公表の当社普通株式の普通取引

の終値を参考に決定いたしました。） 

３．募集株式の発行価額の総額 1,683,000,000 円 

下記（11）の要領による現物出資（デット･エクイティ･スワップ）の方法

での払込とする。 

４．増加する資本金の額 １株につき金 550 円 

５．増加する資本準備金の額 １株につき金 550 円 

６．募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

７．申込期日 平成 21 年５月 29 日 

８．払込期日 平成 21 年５月 29 日 

９．割当先及び割当株式数 株式会社エネアス・インベストメント  469,092 株 

 株式会社アイ・インベストメント    370,000 株 

 株式会社ヒロ・アセット        338,181 株 

 株式会社ハンバーストーン       181,818 株 

 斉須 繁雄               90,909 株 

 佐藤工業株式会社                      80,000 株 

10．新株券交付期日 平成 21 年１月５日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債

等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）

が施行されたことに伴う当社の定款の定めに従い、株券は発行しない。 

11．現物出資財産の内容 株式会社エネアス･インベストメントが当社に対して有する貸付債権

金 516,001,200 円 

 株式会社アイ・インベストメントが当社に対して有する貸付債権   

金 407,000,000 円 

 株式会社ヒロ・アセットが当社に対して有する貸付債権 

金 371,999,100 円 

 株式会社ハンバーストーンが当社に対して有する貸付債権 

金 199,999,800 円 

 斉須繁雄氏が当社に対して有する売掛債権 

金 99,999,900 円 

 佐藤工業株式会社が当社に対して有する貸付債権 

金 88,000,000 円 

12．その他 本新株式の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条

件とする。 

以 上 


