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平成 21 年７月 27 日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する第三者割当による新株式発行 

並びに主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年７月 27 日付の取締役会において、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対して第三

者割当による新株式発行を行うことにつき、下記のとおり決議しましたので、ここにお知らせいたします。 

なお、今回の第三者割当による新株式発行に伴い、主要株主の異動が見込まれるため、あわせてお知ら

せします。 

 

記 

Ⅰ.第三者割当増資による新株式発行 

 

１．募集の概要 

（1）発行期日 平成 21 年８月 18 日 

（2）発行新株式数 普通株式 3,400 株 

（3）発行価額 １株につき 金 216,000 円 

（4）調達資金の額 734,400,000 円 

（5）募集又は割当方法 

  （割当先） 

第三者割当の方法による 

（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ） 

（6）その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく本新株式発行に関わる

有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社グループにおいて、携帯電話端末向けのミドルウェアやサーバーシステムを核としたアプ

リケーション技術の強化、及び、新規ソリューション創出に向けた技術開発への積極的な投資は、

今後の事業拡大を加速する上で必須のものであります。 

以上の認識の下、今般、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを割当先とする第三者割当増資の

実施を決議いたしました。当社グループの事業・投資計画に理解を示し、資金、技術など幅広い

面で協力関係を築ける携帯電話通信キャリアのパートナー形成が当社グループの長期的な成長力

の向上に繋がるとの判断によるものであります。 

当社グループの事業形態においては、携帯電話通信キャリアとの良好な関係が不可欠であり、

更なる事業の成長促進と経営基盤強化のためには、各通信キャリアとの提携関係をより発展させ

て行くことが重要課題と認識し今後も努力してまいります。 

 

会 社 名 プ ラ イ ム ワ ー ク ス 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史

（コード番号：３６２７  東証マザーズ）

問合せ先
取締役兼執行役員 
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中 野 隆 司
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３．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) 

730,400,000 円 

 

（2）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

①携帯電話端末向けアプリケーションソフトの研究

開発 
430 

平成 21 年９月～ 

平成 24 年２月 

②携帯電話サービス向けサーバーシステムの増強及

び新規開発 
300 

平成 21 年９月～ 

平成 24 年２月 

 なお、上記の通り支出予定期間は長期にわたりますが、支出までの間、資金は当社預金口

座にて管理する予定であります。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社グループが志向する「情報通信技術とコンテンツの融合による新たな付加価値の創出」を

推進して行くためには、アプリケーション技術の更なる強化を図って行くことが必須です。当社

が保有するミドルウェアやサーバー技術に磨きをかけると共に、新しい技術・製品開発に積極的

に取り組み、独自性のあるアプリケーション技術を育成していくことが、当社グループの企業規

模拡大と経営基盤強化の実現のために、必要不可欠であると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（1）発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠 

当該増資に係る発行価額につきましては、本日の取締役会決議の直前日から遡る１ヵ月間（平

成 21 年６月 25 日から平成 21 年７月 24 日まで）の東京証券取引所（マザーズ）が公表した当社

普通株式の終値の平均株価である 215,605 円を参考として、216,000 円（プレミアム率 0.2％）

といたしました。 

当社株式の売買出来高水準、株価推移、新株式発行による希薄化等を勘案し、一定期間の平均

株価という平準化された値である直近１カ月の終値平均とする方法は、算定根拠として客観性が

高く合理的なものであります。 

また、平均株価算定の対象期間につきましては、既存株主を保護する観点から、より新しい情

報を織り込んだ直近のマーケット評価を反映すること、当社株価が着実に上昇傾向にあることを

考慮して、１ヵ月間が合理的であると判断いたしました。取締役会決議の直前日（7月 24 日）終

値との比較では 3.5％のディスカウントであります。 

なお、監査役会より、算定根拠の適法性について合理性がある旨の同意を得ております。 

 

（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 

今回発行する新株式は、現在の発行済株式総数の 17.81％にあたり、結果として株式の希薄化

が生じます。しかしながら、今回の増資は今後の成長のための原資確保と財務基盤の強化に繋が

るものであり、また、割当予定先との関係強化が、今後の事業拡大を加速させる効果を促し当社

の企業価値・株式価値の向上に繋がると考えております。これらを総合的に勘案すると、今回の

第三者割当による発行株式数量及び株式希薄化の程度は、合理的な水準にあると判断しておりま

す。 
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６．割当先の選定理由等 

（1）割当先の概要 

 （平成 21 年３月 31 日現在）

① 商号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

② 事業内容 携帯電話事業、その他事業 

③ 設立年月日 平成３年８月 14 日 

④ 本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 隆持 

⑥ 資本金の額 949,679 百万円 

⑦ 発行済株式数 43,950,000 株 

⑧ 事業年度の末日 ３月 31 日 

⑨ 従業員数 21,831 名（連結） 

⑩ 主要取引先 一般消費者 

⑪ 大株主及び持株比率 日本電信電話株式会社 62.89％ 

⑫ 主要取引銀行 みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行

⑬ 当社との関係等  

 資本関係 該当事項はありません。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 取引先 

 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 

当社グループでは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対して、アニメーションメールのソ

フトウェアエンジンのライセンス供給やコンテンツサービスに関するソリューション提供、端末

メーカーを通じた新製品開発へのポーティングサービスやコンテンツ提供など、多くの取引を通

じたアライアンス関係を保有しております。 

今回の第三者割当で同社と資本関係を構築することにより、これらの提携関係が更に強固なも

のになると共に、同社の新製品や新サービスに対して、当社グループの開発した技術やコンテン

ツ等のソリューションを提供する機会が増進することが期待され、この結果、当社グループの企

業価値、株式価値の向上に繋がるものと考えております。 

また、増資実現の確実性の観点からも、同社は安定的な業績と強固な財務体質を有しており、

⑭ 最近３年間の業績（連結・米国基準） 〔単位：百万円〕

事業年度 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

純資産 4,161,303 4,276,496 4,341,585

総資産 6,116,215 6,210,834 6,488,220

営業収益 4,788,093 4,711,827 4,447,980

営業利益 773,524 808,312 830,959

法人税等､持分法による投資損益 

及び少数株主損益前利益 
772,943 800,688 780,473

当期純利益 457,278 491,202 471,873

1 株当たり当期純利益（円） 10,396.21 11,391.36 11,171.58

1 株当たり配当金（円） 4,000 4,800 4,800

1 株当たり純資産（円） 95,456.65 100,321.46 103,965.64
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増資資金の払込みは確実に行われるものと判断いたしました。 

 

（3）割当先の保有方針 

割当先である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからは、当社株式につき長期保有する方針の

表明を受けており、払込日（平成21年８月18日）から2 年間において、当社割当株式の全部また

は一部の譲渡を行なうこととなった場合には、当該譲渡を受けたものの氏名または名称及び譲渡

株式数等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に

報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき確約する旨の契約を締結い

たします。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 21 年２月 28 日現在） 募集後（平成 21 年８月 18 日現在） 

 

所有 

株式数

（株） 

持株比率

（％） 
 

所有 

株式数

（株） 

持株比率

（％） 

池田昌史 5,196 27.67 池田昌史 5,196 23.10

シャープ株式会社 1,200 6.39 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 3,400 15.11

マケナフィールズ株式会社 600 3.19 シャープ株式会社 1,200 5.33

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 500 2.66 マケナフィールズ株式会社 600 2.66

ＣＦ株式保有組合 360 1.91
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 500 2.22

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 345 1.83 ＣＦ株式保有組合 360 1.60

槇尾茂樹 292 1.55
日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 345 1.53

株式会社ＳＢＩ証券 262 1.39 槇尾茂樹 326 1.44

ＭＳＦ株式会社 200 1.06 株式会社ＳＢＩ証券 262 1.16

内井大輔 186 0.99 ＭＳＦ株式会社 200 0.88

発行済株式総数 18,772 100.00 発行済株式総数 22,488 100.00

（注）１．上記募集前の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成 21 年２月 28 日現在の株

主名簿を基準としております。 

２．募集後の議決権の数に対する所有割合は、募集前の総株主の議決権の数にストックオ

プションとしての新株予約権の行使による発行済株式の増加 316 株、平成 21 年８月 18

日発行予定の第三者割当による新株式発行の数 3,400 株を加えて算出しております。 

３．ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成 21 年５月、６月にそれぞ

れ大量保有報告書、変更報告書の写しの送付があり、1,644 株を保有している旨の報告を

受けておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主に

は記載しておりません。 

 

８．今後の見通し 

今回の第三者割当による新株式発行による業績見通しへの影響はありません。 
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９．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） 

決算期 平成 19 年２月期 

（個別） 

平成 20 年２月期 

（個別） 

平成 21 年２月期 

（連結） 

売上高 1,488,780 2,253,887 3,185,379

営業利益 140,069 316,364 404,124

経常利益 140,068 310,015 376,825

当期純利益 79,563 181,067 210,217

１株当たり当期純利益（円） 15,330.08 16,084.85 12,022.07

１株当たり配当金（円） ― ― 1,200

１株当たり純資産（円） 71,458.14 44,492.03 74,223.41

（注）当社は平成 21 年２月期より連結財務諸表を作成しており、平成 20 年２月期以前は当社個別

財務諸表の数値を記載しております。 

 

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 21 年７月 27 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 19,088 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 
3,384 株 17.7％

 

（3）株価の状況 

  ①昨年度及び今年度の状況              【単位：円】 

 平成 21 年２月期 平成 22 年２月期 

始 値 600,000 123,000

高 値 741,000 248,400

安 値 88,000 110,000

終 値 125,800 ―

（注）各株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

 

②最近６ヶ月の状況                             【単位：円】 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

始 値 132,500 130,100 123,000 135,100 170,000 221,500

高 値 143,000 153,100 138,700 185,000 217,900 227,800

安 値 102,400 111,300 110,000 124,800 160,000 193,300

終 値 131,400 125,800 131,100 172,300 213,500 206,500

   （注）各株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 
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③発行決議前日における株価    【単位：円】 

 平成 21 年７月 24 日 

始 値 225,000

高 値 227,100

安 値 221,200

終 値 223,900

   （注）各株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

 

（4）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   東京証券取引所マザーズ上場に伴う公募増資による新株式の発行 

発行期日 平成 20 年５月 22 日 

調達資金の額 465,520,000 円（発行価額：211,600 円)（差引手取概算額 435,520,000 円） 

募集時点におけ

る発行済株式数 
15,540 株 

当該増資による

発行株式数 
2,200 株 

募集後における

発行済株式総数 
17,740 株 

当初の資金使途 ① 業容拡大に伴うサーバー設備等の増強及びシステム開発に伴う設備資金とし

て 230,000 千円 

② コンテンツ権利獲得・エンジン技術開発等に係る運転資金 205,520 千円 

割当先 

（割当株数） 

新光証券株式会社（1,100 株）、大和証券エスエムビーシ株式会社（700 株）、藍澤

証券株式会社（80 株）、いちよし証券株式会社（80 株）、岩井証券株式会社（80

株）、ＳＢＩイー・トレード証券株式会社（80 株）、マネックス証券株式会社（80

株） 

支出予定時期 ① 平成 20 年６月～平成 22 年２月 

② 未定 

現時点における

充当状況 
⑭ 109,965 千円（平成 21 年６月末現在） 

⑮ 全額、当初資金使途に充当しております。（平成 21 年６月末現在） 

 

10．日程 

（1）第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議      平成 21 年７月 27 日 

（2）有価証券届出書提出                         ７月 27 日 

（3）有価証券届出書の効力発生（予定）                  ８月 12 日 

（4）申込期日                              ８月 17 日 

（5）払込期日                              ８月 18 日 
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Ⅱ.主要株主の異動について 

 

１．異動の経緯 

 この度の第三者割当による新株式発行により、当社の主要株主に異動が生じる見込みであります。 

 

２．異動する株主の概要 

新たに主要株主となるもの 

（1）名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

（2）所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 隆持 

（4）事業内容 携帯電話事業、その他事業 

（5）資本金 949,679 百万円 

（注）当該株主となるものの概要の詳細は、Ⅰ.６．割当先の選定理由等（1）割当先の概要に記載して

おります。 

 

３．当該株主の所有株式数（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 21 年７月 27 日現在） 
― ― ― 

異動後 
3,400 個 

（3,400 株） 
15.11% ２位 

（注）上記異動前の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成 21 年２月 28 日現在の株主名簿を基

準としております。また、異動後の議決権の数に対する所有割合は、異動前の総株主の議決権の

数に平成 21年８月 18日発行予定の第三者割当による新株式発行の数 3,400 株を加えて算出して

おります。 

 

４．異動予定年月日 

平成 21 年８月 18 日（上記、Ⅰ.第三者割当増資における払込期日） 

 

５．今後の見通し 

今回の異動による業績見通しへの影響はありません。 

 

 

 

以上 


