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平成 21 年 7 月 1 日 

各位 

 

                     会 社 名  株式会社ディー・ディー・エス 

                    代 表 者  代表取締役社長  三吉野 健滋 

                          （東証マザーズ・コード番号 3782） 

                    問合せ先  Ｉ Ｒ 室 長  鈴木  達 也 

                    電話番号  ０ ５ ２ － ５ ３ ３ － １ ２ ０ ２ 

                           （ＵＲＬ http://www.dds.co.jp） 

 

 

第三者割当による新株式(普通株式）の有利発行（金銭出資及び現物出資 
（デット・エクイティ・スワップ））の内容変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 21 年 6 月 10 日付け開示の「第三者割当による新株式(普通株式）の有利発行（金銭出資

及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第２回新株予約権の有利発行に関するお知らせ」及

び、その一部訂正に関するお知らせ（平成 21年 6月 11日開示）のとおり、平成 21年７月下旬開催予定

の臨時株主総会により承認可決されることを条件として第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資）

発行の取締役会決議を行っておりますが、本日開催した取締役会決議により、割当予定の柏原武利氏によ

る募集株式の払込方法について、下記のとおり、同氏と当社間の平成 21 年 6月 2 日付金銭消費貸借契約

（貸付金債権元本 1,500万円）および平成 21年 7月 1日付金銭消費貸借契約（貸付金債権元本 1,600万

円）に基づく貸付金債権元本総額3,100万円を目的とした現物出資の方法によるものに変更とすることと

いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、変更箇所には下線  を付して表示しています。 

 
記 

 

２ページ目 

 

（変更前） 

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） 

第三者割当増資による新株発行価額の586,760千円から弁護士費用等の発行諸費用の10,000千円

を差し引いた576,760千円 

新株予約権行使による新株発行価額の 200,000 千円から弁護士費用等の発行諸費用の 5,000 千円

を差し引いた195,000千円 
（注）第三者割当増資発行価額のうち286,760千円については金銭以外の財産の現物出資の給付が予定さ

れているため、現実に払い込まれる予定の金銭は300,000千円であります。 
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（変更後） 

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） 

第三者割当増資による新株発行価額の586,760千円から弁護士費用等の発行諸費用の10,000千円

を差し引いた576,760千円 

新株予約権行使による新株発行価額の 200,000 千円から弁護士費用等の発行諸費用の 5,000 千円

を差し引いた195,000千円 
（注）第三者割当増資発行価額のうち317,760千円については金銭以外の財産の現物出資の給付が予定さ

れているため、現実に払い込まれる予定の金銭は269,000千円であります。 

 

 

３～４ページ目 

（変更前） 

（２）調達する資金の具体的な使途 
当該第三者割当増資による払込金額は、新株発行価額の586,760千円から発行諸費用の10,000千

円を差し引いた 576,760 千円でありますが、そのうち 286,760 千円については、以下の債権者の有

する当社に対する債権が現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により給付される予定である

ため、以下の各債権の一部が消滅することになります。 

記  
Egis Technology,Inc.の有する平成21年3月24日及び3月31日付貸付金債権 

（元本195,762,000円とその利息の内196,760,000円相当） 

クラム1号投資事業組合の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本74,250,000円の内27,750,000円相当） 

クラム2号投資事業組合の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本24,750,000円の内9,250,000円相当） 

株式会社松壽の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本148,500,000円の内53,000,000円相当） 

 
 当該第三者割当増資により金銭により払い込まれる金額は 300,000,000 円であり、差引手取概算

額の具体的な使途は以下のとおりです。 

（中略） 

⑤運転資金 117.7百万円 

当社は現在不採算事業からの撤退を中心としたリストラおよび経費の見直しにより、キャッシュ

フローの黒字化に向けて努力しておりますが、昨年来の景気低迷によるＩＴセキュリティ予算の

大幅な縮小、当社財務状況を原因とした取引先への信用不安により、いまだ毎月の支出を通常営

業を行う事により獲得する収入で安定してまかなえない事態が発生しています。 

こうした状況の中、今回の増資以降、事業スキームを再構築し今後の収益構造を改善するための

十分な運転資金の確保が必要であるため、今回の増資のうち 117.7 百万円を運転資金といたしま

す。 
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３～４ページ目 

（変更後） 

（２）調達する資金の具体的な使途 
当該第三者割当増資による払込金額は、586,760千円でありますが、そのうち317,760千円につい

ては、以下の債権者の有する当社に対する債権が現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によ

り給付される予定であるため、以下の各債権の一部が消滅することになります。 

記  
Egis Technology,Inc.の有する平成21年3月24日及び3月31日付貸付金債権 

（元本195,762,000円とその利息の内196,760,000円相当） 

クラム1号投資事業組合の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本74,250,000円の内27,750,000円相当） 

クラム2号投資事業組合の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本24,750,000円の内9,250,000円相当） 

株式会社松壽の有する平成21年1月28日付貸付金債権 

（元本148,500,000円の内53,000,000円相当） 

 柏原武利氏の有する平成21年6月2日及び平成21年7月1日付貸付金債権 

            （元本31,000,000円の全額） 

 
 当該第三者割当増資により金銭により払い込まれる金額は 269,000,000 円であり、差引手取概算

額の具体的な使途は以下のとおりです。 

（中略） 

⑤運転資金 86.7百万円 

当社は現在不採算事業からの撤退を中心としたリストラおよび経費の見直しにより、キャッシュ

フローの黒字化に向けて努力しておりますが、昨年来の景気低迷によるＩＴセキュリティ予算の

大幅な縮小、当社財務状況を原因とした取引先への信用不安により、いまだ毎月の支出を通常営

業を行う事により獲得する収入で安定してまかなえない事態が発生しています。 

こうした状況の中、今回の増資以降、事業スキームを再構築し今後の収益構造を改善するための

十分な運転資金の確保が必要であるため、今回の増資のうち86.7百万円を運転資金といたします。 

 
 
 
４～５ページ目 
（変更前） 
（３）調達する資金の支出予定時期 

第三者割当増資による資金 

①各種税金及び社会保険料などの支払い 33.4 百万円 

平成21 年7月から平成21 年8月まで 

②借入金利息、遅延損害金ならびに一部借入金の支払い  32.0百万円 

平成21 年7月から平成21 年8月まで 

③取引先への確定債務の支払い 56.9百万円 
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平成21 年7月から平成21 年8月まで 

④有利子負債圧縮のための資金 50百万円 

平成21 年7月から平成21 年12月まで 

⑤運転資金 117.7百万円 

平成21 年7月から平成21 年12月まで 

 
（変更後） 
（３）調達する資金の支出予定時期 

第三者割当増資による資金 

①各種税金及び社会保険料などの支払い 33.4 百万円 

平成21 年7月から平成21 年8月まで 

②借入金利息、遅延損害金ならびに一部借入金の支払い  32.0百万円 

平成21 年7月から平成21 年8月まで 

③取引先への確定債務の支払い 56.9百万円 

平成21 年7月から平成21 年8月まで 

④有利子負債圧縮のための資金 50百万円 

平成21 年7月から平成21 年12月まで 

⑤運転資金86.7百万円 

平成21 年7月から平成21 年12月まで 

 
 
７ページ目 

（変更前） 

（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（普通株式） 

発 行 期 日 平成21年7月24日（注１） 

調達資金の額 576,760,000円（発行価額：10,000円）（差引手取概算額）（注２） 

募集時における

発行済株式数 
47,572株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
普通株式 58,676株 

募集後における

発行済株式総数 
普通株式 106,248株 

割 当 先 

Egis Technology,Inc.（19,676株)、株式会社BgenuineTec(2,500株)、柏原武利

(27,500株)、クラム1号投資事業組合（2,775株）、クラム2号投資事業組合（925

株）、株式会社松寿（5,300株） 

（注1） 平成21年7月下旬開催予定の当社臨時株主総会において第三者割当増資の有利発行に関する議案

について特別決議による承認決議がなされること、ならびに金融商品取引法による届出の効力    

発生が条件となります。 

（注2） 発行価額のうち286,760,000円については金銭以外の財産による現物出資が予定されているため、

現実に払い込まれる金銭は290,000,000円になる予定であります。 

（注3） 本日発表の「株式会社 BgenuineTec との資本提携およびその他割当先との投資契約締結に関する
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お知らせ」のとおり、株式会社 BgenuineTec、同社の代表取締役柏原氏、Egis Technology,Inc.

については今後もデューディリジェンスを継続することが可能でありデューディリジェンスの完

了、充足を投資契約の条件としております。 

 

（変更後） 

（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（普通株式） 

発 行 期 日 平成21年7月24日（注１） 

調達資金の額 576,760,000円（発行価額：10,000円）（差引手取概算額）（注２） 

募集時における

発行済株式数 
47,572株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
普通株式 58,676株 

募集後における

発行済株式総数 
普通株式 106,248株 

割 当 先 

Egis Technology,Inc.（19,676株)、株式会社BgenuineTec(2,500株)、柏原武利

(27,500株)、クラム1号投資事業組合（2,775株）、クラム2号投資事業組合（925

株）、株式会社松寿（5,300株） 

（注4） 平成21年7月下旬開催予定の当社臨時株主総会において第三者割当増資の有利発行に関する議案

について特別決議による承認決議がなされること、ならびに金融商品取引法による届出の効力    

発生が条件となります。 

（注5） 発行価額のうち317,760,000円については金銭以外の財産による現物出資が予定されているため、

現実に払い込まれる金銭は259,000,000円になる予定であります。 

（注6） 本日発表の「株式会社 BgenuineTec との資本提携およびその他割当先との投資契約締結に関する

お知らせ」のとおり、株式会社 BgenuineTec、同社の代表取締役柏原氏、Egis Technology,Inc.

については今後もデューディリジェンスを継続することが可能でありデューディリジェンスの完

了、充足を投資契約の条件としております。 

 

 

９～10ページ目 

（変更前） 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

①新株式 

今回の本第三者割当増資により発行される募集株式の払込金額は、1株につき10,000円であり,

その決定経緯は以下のとおりです。なお、当該払込金額は特に有利な金額となるため、本第三者

割当増資による募集株式（以下併せて「本募集株式」といいます。）の発行については、本株主総

会の特別決議による承認を得られることが条件となります。 

 

当社の株価は、本年3月に付けた年初来安値8,700円を底値に、直近6月の高値39,300円まで

激しく変動しておりますが、Egis Technology,Inc.との事業提携に至った平成 21年 3月 24日か

ら直近 10 営業日の終値の平均値は 11,565 円（変動が大きかったため一定期間の平均値をとりま

した。）であり、終値ベースの最安値が8,780円であります。平成21年3月24日の事業提携を受

け、資金ショートを回避するために 3 月末に受けた 200 万米ドルの借入の直前時期の株価水準で
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ある安値 8,780円と 10営業日の平均値 11,565 円の株価水準を勘案し、出資者との折衝を重ねた

結果、有利発行条件に対する強い要請もあり、1株につき10,000 円と決定いたしました。なお、

当該払込金額は特に有利な金額となるため、今回の第三者割当増資による本募集株式の発行につ

いては、当社臨時株主総会の特別決議によるご承認を得られることが条件となります。当社は平

成20年12月期末における短期借入金等の流動負債が、手元流動性に対して高水準の債務となり、

結果として買掛金や短期借入金等の確定債務に対する支払資金ならびに今期以降の運転資金につ

いて十分に確保されていない状況にありました。こうした財務状況を改善すべく Egis 

Technology,Inc.の代表者であるLo, Sen-Chou氏から、平成21年6月末日を返済期限とした総額

200万米ドル（年利2.0％）（以下「本件貸付金債権」といいます。）の借入を行った結果、本年３

月末時点での資金ショートを回避することができました。その後、複数の新たな事業会社、投資

会社から資金調達の提案を検討した結果、Egis Technology,Inc.との協調投資を前提に指紋認証

技術関連企業である株式会社 BgenuineTec および代表者である柏原武利氏から資本提携を受ける

ことにいたしました。株式会社 BgenuineTec および柏原氏は、協調して今回の第三者割当増資に

より当社への資金支援を行い、Egis Technology,Inc.は同債権を現物出資（デット・エクイティ・

スワップ）として出資を行う予定であり、また今回の資本提携をきっかけに当社は、Egis 

Technology,Inc.及び株式会社BgenuineTecとともに今後は指紋認証市場の開拓と各企業の事業発

展にむけた事業協力を行っていく予定です。また、有利子債務の圧縮を目的として、当社のクラ

ム1号事業投資組合、クラム2号事業投資組合、株式会社松壽への総額約2億6千万円の確定債

務の一部返済のために、総額 9,000 万円のデット・エクイティ・スワップを行います。クラム 1

号事業投資組合、クラム2号事業投資組合、株式会社松壽への債務については、弁済期限を迎え、

早急な返済を求められており、有利発行によるデット・エクイティ・スワップによる返済方法が、

株主利益と財務体質の改善の両面を勘案した上で、もっとも適当であると判断しました。 

本年 3 月末時点では資金ショートによる事業破綻の危機に直面したため、企業存続のための増

資検討に際し、株式の希釈化等に関して厳しい判断を迫られており、当初は、300％を超える希薄

化をもたらすような有利発行条件等も検討してまいりましたが、その後の出資者との折衝の結果、

顕在株式ベースで123％の希薄化となる1株当たり10,000円という払込金額での本募集株式の発

行を行うこととなりました。 

本募集株式を上記払込金額で発行することにより、既存株式の相当な希薄化が生じますが、当

社といたしましては、世界的不況の影響により厳しさを増す融資状況において事業シナジーのあ

るEgis Technology,Inc.及び株式会社BgenuineTec等の増資引き受けで財務基盤の強化を図るこ

とにより、当社の事業継続及び企業価値の向上が実現できるものと考えております。 

 

（変更後） 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

①新株式 

今回の本第三者割当増資により発行される募集株式の払込金額は、1株につき10,000円であり、

その決定経緯は以下のとおりです。なお、当該払込金額は特に有利な金額となるため、本第三者

割当増資による募集株式（以下併せて「本募集株式」といいます。）の発行については、本株主総

会の特別決議による承認を得られることが条件となります。 
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当社の株価は、本年3月に付けた年初来安値8,700円を底値に、直近6月の高値39,300円まで

激しく変動しておりますが、Egis Technology,Inc.との事業提携に至った平成 21年 3月 24日か

ら直近 10 営業日の終値の平均値は 11,565 円（変動が大きかったため一定期間の平均値をとりま

した。）であり、終値ベースの最安値が8,780円であります。平成21年3月24日の事業提携を受

け、資金ショートを回避するために 3 月末に受けた 200 万米ドルの借入の直前時期の株価水準で

ある安値 8,780円と 10営業日の平均値 11,565 円の株価水準を勘案し、出資者との折衝を重ねた

結果、有利発行条件に対する強い要請もあり、1株につき10,000 円と決定いたしました。なお、

当該払込金額は特に有利な金額となるため、今回の第三者割当増資による本募集株式の発行につ

いては、当社臨時株主総会の特別決議によるご承認を得られることが条件となります。当社は平

成20年12月期末における短期借入金等の流動負債が、手元流動性に対して高水準の債務となり、

結果として買掛金や短期借入金等の確定債務に対する支払資金ならびに今期以降の運転資金につ

いて十分に確保されていない状況にありました。こうした財務状況を改善すべく Egis 

Technology,Inc.の代表者であるLo, Sen-Chou氏から、平成21年6月末日を返済期限とした総額

200万米ドル（年利2.0％）（以下「本件貸付金債権」といいます。）の借入を行った結果、本年３

月末時点での資金ショートを回避することができました。その後、複数の新たな事業会社、投資

会社から資金調達の提案を検討した結果、Egis Technology,Inc.との協調投資を前提に指紋認証

技術関連企業である株式会社 BgenuineTec および代表者である柏原武利氏から資本提携を受ける

ことにいたしました。株式会社 BgenuineTec および柏原氏は、協調して今回の第三者割当増資に

より当社への資金支援を行い、Egis Technology,Inc.は同債権を現物出資（デット・エクイティ・

スワップ）として出資を行う予定であり、また今回の資本提携をきっかけに当社は、Egis 

Technology,Inc.及び株式会社BgenuineTecとともに今後は指紋認証市場の開拓と各企業の事業発

展にむけた事業協力を行っていく予定です。また、有利子債務の圧縮を目的として、当社のクラ

ム1号事業投資組合、クラム2号事業投資組合、株式会社松壽への総額約2億6千万円の確定債

務の一部返済のために、総額 9,000 万円のデット・エクイティ・スワップを行います。クラム 1

号事業投資組合、クラム2号事業投資組合、株式会社松壽への債務については、弁済期限を迎え、

早急な返済を求められており、有利発行によるデット・エクイティ・スワップによる返済方法が、

株主利益と財務体質の改善の両面を勘案した上で、もっとも適当であると判断しました。それに

加え、株式会社 BgenuineTec の代表者である柏原武利氏から借入を行っている 3,100 万円につい

てもデット・エクイティ・スワップを行うものといたしました。 

本年 3 月末時点では資金ショートによる事業破綻の危機に直面したため、企業存続のための増

資検討に際し、株式の希釈化等に関して厳しい判断を迫られており、当初は、300％を超える希薄

化をもたらすような有利発行条件等も検討してまいりましたが、その後の出資者との折衝の結果、

顕在株式ベースで123％の希薄化となる1株当たり10,000円という払込金額での本募集株式の発

行を行うこととなりました。 

本募集株式を上記払込金額で発行することにより、既存株式の相当な希薄化が生じますが、当

社といたしましては、世界的不況の影響により厳しさを増す融資状況において事業シナジーのあ

るEgis Technology,Inc.及び株式会社BgenuineTec等の増資引き受けで財務基盤の強化を図るこ

とにより、当社の事業継続及び企業価値の向上が実現できるものと考えております。 
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17ページ目 

７．割当先の選定理由 

（１）割当先の概要 

（変更前） 

① 氏 名 

柏原 武利  

第三者割当増資（割当株数27,500株、発行価額275,000,000円） 

新株予約権（割当株数5,000株、発行価額50,000,000円） 

② 住 所 東京都渋谷区 

③ 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当該個人は当社に対し、平成21年6月に運転資金として1,500万円の

融資を行っています。 

 

（変更後） 

① 氏 名 

柏原 武利  

第三者割当増資（割当株数27,500株、発行価額275,000,000円） 

新株予約権（割当株数5,000株、発行価額50,000,000円） 

② 住 所 東京都渋谷区 

③ 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当該個人は当社に対し、平成21年6月及び7月に運転資金として3,100

万円の融資を行います。 

 

 

19ページ目 

（変更前） 

（別添）発行要領 

 （1）第三者割当増資 

   ①発行新株式数                    普通株式 58,676株 

   ②発行価額                     1株につき 10,000円 

   ③発行価額の総額                586,760,000円 

   ④資本組入額                  1株につき 5,000円 

   ⑤募集または割当方法              第三者割当の方法による 

   ⑥申込期日                   平成21年7月23日（木） 

   ⑦金額の払込及び現物出資の給付の期日      平成21年7月24日（金） 

   ⑧前記各号については、平成21年7月下旬開催予定の臨時株主総会において新株式の有利発行に関

する議案のご承認が得られること、ならびに金融商品取引法による届出の効力発生が条件となり

ます。 

   ⑨現物出資財産の内容       Egis Technology Inc.が当社に対して有する貸付金債権元本

および利息 196,760千円 

                    クラム1号投資事業組合の当社に対する貸付金債権元本の内

27,750千円 

                    クラム2号投資事業責任組合の当社に対する貸付金債権元本

の内9,250千円 
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                    株式会社松寿の当社に対する貸付金債権元本の内 53,000 千

円 

   （注）発行価額の総額586,760,000円の内、金銭出資分が300,000,000円、現物出資分が286,760,000

円であります。 

 

（変更後） 

（別添）発行要領 

 （1）第三者割当増資 

   ①発行新株式数                    普通株式 58,676株 

   ②発行価額                     1株につき 10,000円 

   ③発行価額の総額                586,760,000円 

   ④資本組入額                  1株につき 5,000円 

   ⑤募集または割当方法              第三者割当の方法による 

   ⑥申込期日                   平成21年7月23日（木） 

   ⑦金額の払込及び現物出資の給付の期日      平成21年7月24日（金） 

   ⑧前記各号については、平成21年7月下旬開催予定の臨時株主総会において新株式の有利発行に関

する議案のご承認が得られること、ならびに金融商品取引法による届出の効力発生が条件となり

ます。 

   ⑨現物出資財産の内容       Egis Technology Inc.が当社に対して有する貸付金債権元本

および利息 196,760千円 

                    クラム1号投資事業組合の当社に対する貸付金債権元本の内

27,750千円 

                    クラム2号投資事業責任組合の当社に対する貸付金債権元本

の内9,250千円 

                    株式会社松寿の当社に対する貸付金債権元本の内 53,000 千

円 

                    柏原武利氏の当社に対する貸付金債権元本の全部 31,000 千

円 

   （注）発行価額の総額586,760,000円の内、金銭出資分が269,000,000円、現物出資分が317,760,000

円であります。 

 

以 上 


