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第三者割当株式の譲渡に関する一連の経緯について 

 

当社が、平成 21 年７月 31 日公表の「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」、及び平成 21

年８月６日公表の「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」、並びに平成 21 年８月７日公表の

「（訂正）第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」にて記載しております調査中としている内

容について、判明した事項を下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

I  平成 21 年６月 11 日に当社が公表した「第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資）

の発行及び第３回株式会社セイクレスト新株予約権の発行に関するお知らせ」の決議を行う

際に、当社と割当先である株式会社ハンバーストーンとの間において交わされた株式保有に

関する一切のやりとりについて 

 

当社は、平成 21 年６月 11 日公表の「第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資）の発

行及び第３回株式会社セイクレスト新株予約権の発行に関するお知らせ」の決議を行う以前にお

きましては、株式会社フェニックスホールディングスを割当先の候補として選定し、ジャスダッ

ク証券取引所と事前相談を行っておりましたが、平成 21 年６月９日午後８時頃の段階で、割当

先の適正性の要件が充足されていないとの理由により、「エクイティファイナンスを実行するに

あたっては、平成 21 年５月８日に提出した改善報告書に記載の「割当先の選定方針」に則って

行うべきではないか。」とのご指摘をいただいたため、その後直ちに当社の代表取締役青木と当

社が資金調達について業務を委嘱しております株式会社アーズレイアンドカンパニーの代表取

締役松尾隆氏（※注①）との間で再度新規の割当先の検討を行った結果、株式会社ゼクスの代表

取締役平山啓行氏よりご紹介いただいた株式会社ハンバーストーン（※注②）を割当先の候補と

して挙げ平山氏にも了解を頂きました。 

当社と株式会社ハンバーストーンの協議においては、当社が平成 21 年５月８日にジャスダッ

ク証券取引所に対して提出いたしました「改善報告書」に記載しております割当先選定の基本方

針（以下、※割当先選定の基本方針 参照）として、長期保有を原則としている旨について先方
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には伝え、当社の選定方針については充分に理解していただいた上での今般の資金調達の引受で

あると当社では認識しておりました。 

なお、当社と株式会社ハンバーストーンとの協議段階で、金銭債権を現物出資する方法（デッ

ト・エクイティ・スワップ）により、発行された新株式について、株式会社ハンバーストーンと

株式会社フェニックスホールディングス、並びに株式会社ハンバーストーンと斉須繁雄氏との間

で交わされた債権譲渡契約については事前に入手したものの、当該債権譲渡契約締結の際の譲渡

対価については、契約書の中では明記されておらず、債権譲渡契約締結の際の譲渡対価について、

債権譲渡契約の写しを受領した平成21年６月10日より平成21年７月29日に株式の一部譲渡が

判明するまでの間、株式会社ハンバーストーンの平野氏、並びに株式会社ハンバーストーンが資

金調達について業務支援を依頼しております株式会社アーズレイアンドカンパニーの松尾隆氏

及び田中智氏に対して確認を依頼している状況でありました。 

 

※注① 当社が資金調達について業務を委嘱しております株式会社アーズレイアンドカンパニー

の代表取締役松尾隆氏につきましては、当社が平成 20 年７月 14 日公表の「第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に関する

お知らせ」の発行決議以前より当社が資金調達に関し相談をしており、当時、当社の代表

取締役青木が懇意にしていた株式会社アライヴコミュニティ（現：ルーデン・ホールディ

ングス株式会社）の役員を通じて紹介いただいたものであります。 

 

※注② 当社が株式会社ゼクスの代表取締役平山氏から株式会社ハンバーストーンを紹介いただ

いた経緯といたしましては、当社が、平成 21 年２月 26 日公表の「株式会社ゼクスとの業

務提携の合意に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社と株式会社ゼクスは平成 21

年２月 26 日付で業務提携を行い、既存事業でのシナジーはもとより、新規事業や介護福

祉分野において積極的な事業展開を目指し、現在共同取り組みによる事業を既に開始して

おります。また、株式会社ゼクスは、平成 21 年７月 31 日現在において、当社の株式を

160,000 株保有する等、当社と株式会社ゼクスは業務上の連携体制、資本関係等において

強固な信頼関係にある中で、株式会社ゼクスの代表取締役平山氏より株式会社ハンバース

トーンを紹介していただきました。 

 

◆ 割当先選定の基本方針  

(1) 当社の状況や資金調達目的・事業方針に理解を示していただいていること。 

(2) 緊密な連絡体制が構築可能であること。（割当先と当社の間に第三者が介入する連絡体制の

割当先についても割当先として選定しない。）  

(3) 高い遵法意識を有していること。  

(4) 法定開示事項及びジャスダック証券取引所規則全般を十分に理解していること。  

(5) 長期保有を原則としていること。  
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(6) 株券貸借についての契約は行わないこと。  

(7) 暴力団等反社会的勢力と関係している事実はないこと。  

(8) 割当先の法人やファンド等の出資者のすべての属性を十分に把握できること。 

 

 

II  株式会社ハンバーストーンが引受けた当該第三者割当株式に関して、同社が短期間で売却を

行った経緯及び理由についての一切の事実について 

 

株式会社ハンバーストーンが引受けた当該第三者割当株式に関して、同社が短期間で売却を行

った経緯及び理由について確認したところ、判明した内容は以下のとおりであります。 

  

１.７月 24 日に斉須繁雄氏へ譲渡された 80,000 株、及び７月 24 日に株式会社フェニックスホ

ールディングスへ譲渡された 160,000 株について 

当社は、平成 21 年７月 24 日付で斉須繁雄氏へ譲渡された 80,000 株、株式会社フェニック

スホールディングスへ譲渡された 160,000 株の株式譲渡報告を受け、当社は株式会社ハンバー

ストーンに詳細な事実関係を確認したところ、株式会社ハンバーストーンが資金調達について

業務支援を依頼しております、株式会社アーズレイアンドカンパニーの松尾隆氏より、今般の

資金調達における当社株式の引受について、当社の割当先選定の基本方針を充分に理解した上

での引受ではあるが、当該株式の譲渡については、株式会社ハンバーストーンが割当先として

引き受ける以前に、今回の譲渡先である株式会社フェニックスホールディングス並びに斉須氏

が当社に対して有していた金銭債権を株式会社ハンバーストーンへ債権譲渡後、この金銭債権

を現物出資する方法（デット・エクイティ・スワップ）により発行された新株式であったため、

債権譲渡契約締結の際の譲渡対価については、債権譲渡契約（ⅰ株式会社ハンバーストーンと

株式会社フェニックスホールディングス ⅱ株式会社ハンバーストーンと斉須氏）を交わす際

に、株式会社ハンバーストーンと株式会社フェニックスホールディングス、及び株式会社ハン

バーストーンと斉須氏との話し合いの中において、債権譲渡契約締結の際の譲渡対価について

は、当社の株式によるものとしたいという譲渡先（株式会社フェニックスホールディングス、

斉須氏）の強い要望によるものであったということであります。 

債権譲渡契約の対価の内容についての当社の見解といたしましては、株式の譲渡報告を受け

た平成 21 年７月 29 日に初めて認識したところであり、債権譲渡契約の内容（譲渡対価）の決

定について、当社が関与できる余地はなく、ましてや、当社が株式会社フェニックスホールデ

ィングス及び斉須氏に当社株式がわたるように働きかけた事実もございません。あくまでも債

権譲渡当事者間での取り決めによるものであります。 

また、債権譲渡契約を締結している時点で、そもそも長期保有できない可能性があったにも

かかわらず、当社に対して長期保有原則の確約を行っていることにつきまして株式会社ハンバ

ーストーンに確認したところ、当該債権譲渡契約の譲渡対価については株式であり、株式の譲
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渡を行う契約であるが、譲渡先には当社の置かれている状況を考慮して、暫くは保有してほし

い旨の意向は伝えており、当該債権譲渡契約については、短期的な売却では無く、市場外での

株式の譲渡を行う契約であるという認識であったとのことであります。 

  

２.７月 30 日に株式会社フェニックスホールディングスへ譲渡された 160,000 株、及び８月５

日に株式会社フェニックスホールディングスへ譲渡された 25,000 株について 

  当社は、平成 21 年７月 30 日付で株式会社フェニックスホールディングスへ譲渡された

160,000 株、平成 21 年８月５日付で株式会社フェニックスホールディングスへ譲渡された

25,000 株について、短期間で譲渡した事実関係について株式会社ハンバーストーンに確認し

たところ、株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております株式会

社アーズレイアンドカンパニーの松尾隆氏より、当初は長期保有する意向であり、長期保有を

原則として株式を保有する旨が記載された「確約書」等を提出する等も行い、原則として長期

保有する方針であったとのことであります。 

しかしながら、株式会社ハンバーストーンが当社に資金を注入する際に株式会社ハンバース

トーンが当該資金を捻出する手法の一つである株式会社ハンバーストーン及び支援先が保有

するゼクスの株式を利用した金融クロスの手法（※注③）について、当該手法は該当する銘柄

の株価の維持が大前提として成り立つ手法であり、今般の資金調達決定時の株価（平成 21 年

６月 11 日：株式会社ゼクス株価 1,030 円）に比して、第三者割当の方法による新株式の発行

及び第３回新株予約権の発行時の株価（平成 21 年７月 17 日：株式会社ゼクス株価 658 円）並

びに平成 21 年８月５日現在の株価（平成 21 年８月５日：株式会社ゼクス株価 710 円）が大幅

に下落していることから、株式会社ハンバーストーンの当初計画していた当社に対しての資金

計画に大幅な支障が生じたとのことであります。 

こういった状況下において、株式会社ハンバーストーンは、当社が平成 21 年７月 17 日に発

行した第三者割当の方法による新株式の発行及び第３回新株予約権の発行について、止む無く

一部を譲渡せざるを得ない状況になったとのことであります。 

また、株式会社ハンバーストーンが株式会社ゼクスの株価低迷等の計画上の不測の事態によ

り止む無く一部の株式を譲渡している一方で、第３回株式会社セイクレスト新株予約権の大量

行使を段階的に行っていることにつきまして株式会社ハンバーストーンに確認したところ、当

初計画していた当社に対しての資金計画に大幅な支障は生じているが、一方で当社にはどうし

ても資金が必要な状況であるため、一部株式の譲渡を行いながらも、第３回株式会社セイクレ

スト新株予約権の行使を行うことで、当社への資金注入を行っているとのことであります。 

（参考：株式会社ゼクス 株価） 

・平成 21 年６月 11 日  終値 1,030 円 

・平成 21 年７月 17 日  終値 658 円 

・平成 21 年８月５日   終値 710 円 
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※注③ 金融クロスとは、資金調達の目的で行うクロス取引のことであり、クロス取引は、保有

している現物株を売り、同時に、信用取引で買う方法で行われ、信用取引では少額の保

証金で済むことから、現物株を売った金額の差額で資金を調達することで可能になる手

法であります。 

 

 

III 平成21年７月31日に当社が公表した「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」について、

譲渡判明後における当社と株式会社ハンバーストーンとの一切のやりとり（当社が株式会社

ハンバーストーンに対して要請した事項も含む）について 

 

１.7 月 24 日に、株式会社ハンバーストーンから斉須繁雄氏へ譲渡された 80,000 株について 

日付 曜日 譲渡された相手方 譲渡株式数
期
間

ハンバーストーンから
セイクレストへの報告

期
間

セイクレストから
ジャスダックへの報告

7月24日 金 ①斉須繁雄氏 ①80,000株

7月25日 土 1

7月26日 日 2

7月27日 月 3

7月28日 火 4

7月29日 水 5 ５日遅れで報告

7月30日 木 1

7月31日 金 2 ２日遅れで報告  

① 株式会社ハンバーストーンから当社への報告が遅延した経緯 

株式会社ハンバーストーンから当社への報告が５日遅延した経緯といたしましては、株式

会社ハンバーストーンは、平成 21 年７月 24 日の斉須繁雄氏への 80,000 株の株式譲渡後、

株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております、株式会社アー

ズレイアンドカンパニーの田中智氏が、当社への報告内容（譲渡理由である債権譲渡契約の

譲渡対価等の確認）等の最終確認作業を行っていたため、株式会社ハンバーストーンから当

社の報告が５日後となったとのことであります。  

※ 書面による当社への報告は、平成 21 年７月 28 日に書面作成・捺印後、当社へ原本を郵

送にて発送。 

② 当社からジャスダック証券取引所への報告が遅延した経緯 

当社からジャスダック証券取引所への報告が２日遅延した経緯といたしましては、平成

21年７月 29日の株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しておりま

す、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏からの譲渡報告（電話連絡、及び書面

の受領）を受け、当社は株式会社ハンバーストーンに対して債権譲渡契約に基づく対価の詳

細な内容について確認していたため、株式会社ハンバーストーンからの報告の２日後である

平成21年７月31日にジャスダック証券取引所へ第三者割当株式の譲渡報告を行うとともに、

「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」の適時開示を行いました。 
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２.7 月 24 日に、株式会社ハンバーストーンから株式会社フェニックスホールディングスへ譲

渡された 160,000 株について 

日付 曜日 譲渡された相手方 譲渡株式数
期
間

ハンバーストーンから
セイクレストへの報告

期
間

セイクレストから
ジャスダックへの報告

7月24日 金 ②株式会社ﾌｪﾆｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ②160,000株

7月25日 土 1

7月26日 日 2

7月27日 月 3

7月28日 火 4

7月29日 水 5 ５日遅れで報告

7月30日 木 1

7月31日 金 2 ２日遅れで報告  

① 株式会社ハンバーストーンから当社への報告が遅延した経緯 

株式会社ハンバーストーンから当社への報告が５日遅延した経緯といたしましては、株式

会社ハンバーストーンは、平成 21 年７月 24 日の斉須繁雄氏への 80,000 株の株式譲渡後、

株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております、株式会社アー

ズレイアンドカンパニーの田中智氏が、当社への報告内容（譲渡理由である債権譲渡契約の

譲渡対価等の確認）等の最終確認作業を行っていたため、株式会社ハンバーストーンから当

社の報告が５日後となったとのことであります。 

※ 書面による当社への報告は、平成 21 年７月 28 日に書面作成・捺印後、当社へ原本を郵

送にて発送。 

 

② 当社からジャスダック証券取引所への報告が遅延した経緯 

当社からジャスダック証券取引所への報告が２日遅延した経緯といたしましては、平成

21年７月 29日の株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しておりま

す、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏からの譲渡報告（電話連絡、及び書面

の受領）を受け、当社は株式会社ハンバーストーンに対して債権譲渡契約に基づく対価の詳

細な内容について確認していたため、株式会社ハンバーストーンからの報告の２日後である

平成 21 年７月 31 日にジャスダック証券取引所へ三者割当株式の譲渡報告を行うとともに、

「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」の適時開示を行いました。 

 

 

IV 平成 21 年８月６日に当社が公表した「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」について、

情報開示に至るまでの当社と株式会社ハンバーストーンとの一切のやりとりについて 

 

１.7 月 30 日に、株式会社ハンバーストーンから株式会社フェニックスホールディングスへ譲

渡された 160,000 株について 
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日付 曜日 譲渡された相手方 譲渡株式数
期
間

ハンバーストーンから
セイクレストへの報告

期
間

セイクレストから
ジャスダックへの報告

7月30日 木 ③株式会社ﾌｪﾆｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ③160,000株

7月31日 金 1

8月1日 土 2

8月2日 日 3

8月3日 月 4

8月4日 火 5

8月5日 水 6

8月6日 木 7 ７日遅れで報告 0 遅延なし

8月7日 金 0 訂正報告書  

① 株式会社ハンバーストーンから当社への報告が遅延した経緯 

株式会社ハンバーストーンから当社への報告が７日遅延した経緯といたしましては、株式

会社ハンバーストーンは、平成21年７月30日のフェニックスホールディングスへの160,000

株の株式譲渡後、株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しておりま

す、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏が、当社への報告内容（譲渡先の名称

及び所在地、並びに譲渡の内容等の確認作業）等の最終確認作業を行っていたため、株式会

社ハンバーストーンから当社の報告が７日後となったとのことであります。 

※ 書面による当社への報告は、平成 21 年８月７日に書面作成・捺印後、当社へ原本をバイ

ク便にて発送。 

 

② 当社からジャスダック証券取引所への報告が遅延した経緯 

当社からジャスダック証券取引所への報告については、平成 21 年８月６日に株式会社ハ

ンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております、株式会社アーズレイアン

ドカンパニーの田中智氏からケイアイコーポレーションへ株式の譲渡があった旨の報告を

受け（電話連絡）、当日中にジャスダック証券取引所へ第三者割当株式の譲渡報告を行うと

ともに、「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」の適時開示を行いました。 

   

 

V 平成 21 年８月７日に当社が公表した「（訂正）第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」につ

いて、情報開示に至るまでの当社と株式会社ハンバーストーンとの一切のやりとりについて 

 

当社は、平成 21 年８月６日の株式会社ハンバーストーンからの譲渡報告（電話連絡）を受け

ていた際、株式会社ハンバーストーンから譲渡先の名称及び所在地、並びに譲渡の内容等の詳細

の確認を電話連絡で受けていたこと、また、ケイアイコーポレーションが平成 21 年 8月 6日付

で大量保有報告書を関東財務局宛に提出していたこともあり、当社と株式会社ハンバーストーン

の認識の不一致が生じたことが理由により、当社からジャスダック証券取引所に対して譲渡先の

名称の記載を誤った報告を行っていたことを、平成 21 年８月６日の適時開示（20 時）後の 22

時頃に株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております、株式会社ア
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ーズレイアンドカンパニーの田中智氏との電話でのやりとりにおいて判明いたしました。誤記載

の判明後、当日中の開示を行うか否かについて検討した結果、ビジネスタイムを大幅に超過して

いたため、当日中の訂正開示は断念し、翌日の平成 21 年８月７日に、「第三者割当株式の譲渡に

関する訂正報告」を行うとともに、「（訂正）第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」の適時開

示を行いました。 

 

 

VI 平成 21 年８月 10 日に当社が公表した「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」について、

情報開示に至るまでの当社と株式会社ハンバーストーンとの一切のやりとりについて 

 

１.８月５日に、株式会社ハンバーストーンから株式会社フェニックスホールディングスへ譲

渡された 25,000 株 

日付 曜日 譲渡された相手方 譲渡株式数
期
間

ハンバーストーンから
セイクレストへの報告

期
間

セイクレストから
ジャスダックへの報告

8月5日 水 ④株式会社ﾌｪﾆｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ④25,000株

8月6日 木 1

8月7日 金 2 ２日遅れで報告

8月8日 土 1

8月9日 日 2

8月10日 月 3 ３日遅れで報告  

① 株式会社ハンバーストーンから当社への報告が遅延した経緯 

株式会社ハンバーストーンから当社への報告が２日遅延した経緯といたしましては、株式

会社ハンバーストーンは、平成 21 年８月５日のフェニックスホールディングスへの 25,000

株の株式譲渡後、株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しておりま

す、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏が、当社への報告内容（譲渡先の名称

及び所在地、並びに譲渡の内容等の確認作業）等の最終確認作業を行っていたため、株式会

社ハンバーストーンから当社の報告が２日後となったとのことであります。 

※ 書面による当社への報告は、平成 21 年８月７日に書面作成・捺印後、当社へ原本をバイ

ク便により発送。 

 

② 当社からジャスダック証券取引所への報告が遅延した経緯 

当社は、平成 21 年８月５日に行われた第三者割当株式の譲渡について、平成 21 年８月７

日に株式会社ハンバーストーンから第三者割当株式の譲渡があった旨が記載された書面を

16 時頃受領いたしました。当社は株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援

を依頼しております、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏からの譲渡報告を受

け、同日中に直接電話にて譲渡先の名称及び所在地、並びに譲渡の内容等の最終確認作業を

行い、報告すべき事項の確認は完了いたしましたが、確認作業が完了した時間が 21 時頃で

あったため、翌営業日である平成 21 年８月７日にジャスダック証券取引所へ三者割当株式
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の譲渡報告を行うとともに、「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」の適時開示を行い

ました。 

 

 

VII 平成21年８月13日に当社が公表した「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」について、

情報開示に至るまでの当社と株式会社ハンバーストーンとの一切のやりとりについて 

 

１.８月 12 日に、株式会社ハンバーストーンから株式会社オーキタへ譲渡された 8,000 株 

日付 曜日 譲渡された相手方 譲渡株式数
期
間

ハンバーストーンから
セイクレストへの報告

期
間

セイクレストから
ジャスダックへの報告

8月12日 水
8月13日 木 1 1日遅れで報告 0 遅延なし  

① 株式会社ハンバーストーンから当社への報告が遅延した経緯 

株式会社ハンバーストーンから当社への報告が１日遅延した経緯といたしましては、株式

会社ハンバーストーンは、平成 21 年８月 12 日の株式会社オーキタへの 8,000 株の株式譲渡

後、株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しております、株式会社

アーズレイアンドカンパニーの田中智氏が、当社への報告内容（譲渡先の名称及び所在地、

並びに譲渡の内容等の確認作業）等の最終確認作業を行っていたため、株式会社ハンバース

トーンから当社の報告が１日後となったとのことであります。 

※ 書面による当社への報告は、平成 21 年８月 12 日に書面作成・捺印後、当社へ原本を郵

送。 

 

② 当社からジャスダック証券取引所への報告について 

当社は、平成 21 年８月 12 日に第三者割当株式の譲渡について、平成 21 年８月 13 日に株

式会社ハンバーストーンから第三者割当株式の譲渡があった旨が記載された書面を 10 時頃

受領いたしました。当社は株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼し

ております、株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中智氏からの譲渡報告を受け、同日

中に直接電話にて譲渡先の名称及び所在地、並びに譲渡の内容等の最終確認作業を行い、報

告すべき事項の確認は完了したため、同日中の平成 21 年８月 13 日にジャスダック証券取引

所へ第三者割当株式の譲渡報告を行うとともに、「第三者割当株式の譲渡に関するお知らせ」

の適時開示を行いました。 

 

③ 株式会社オーキタについて 

当社は、平成 21 年８月 12 日に行われた第三者割当株式の譲渡先である株式会社オーキタ

について、株式会社ハンバーストーンに確認したところ、株式会社オーキタは第２回株式会

社セイクレスト新株予約権の資金調達の際の当社の投資家でもあり、今般の資金調達におい
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ても、当社の投資家として支援していきたい旨の意向があったとのことであります。 

 

 

VIII  当社の見解 

１.重要な内容（債権譲渡契約の対価の内容）を報告しない割当先を選定してしまったことに

ついての当社の見解 

当社は、当社と株式会社ハンバーストーンとの協議段階で、金銭債権を現物出資する方法（デ

ット・エクイティ・スワップ）により発行された新株式について、株式会社ハンバーストーン

と株式会社フェニックスホールディングス、並びに株式会社ハンバーストーンと斉須繁雄氏と

の間で交わされた債権譲渡契約については事前に入手したものの、当該債権譲渡契約締結の際

の譲渡対価については、契約書には明記されておらず、債権譲渡契約の写しを受領した平成

21 年６月 10 日より平成 21 年７月 29 日に株式の一部譲渡が判明するまでの間、株式会社ハン

バーストーン、並びに株式会社ハンバーストーンが資金調達について業務支援を依頼しており

ます株式会社アーズレイアンドカンパニーの松尾隆氏及び田中智氏に対して債権譲渡契約締

結の際の譲渡対価の内容について確認を依頼している状況でありました。 

今般、当社から株式会社ハンバーストーンに対して、当該債権譲渡契約の対価の内容を確認

していたにもかかわらず、平成 21 年７月 29 日の株式譲渡報告の時点まで債権譲渡契約の対価

の内容を確認できなかったことについて株式会社ハンバーストーンに確認したところ、当該債

権譲渡契約の譲渡対価については株式であり、株式の譲渡を行う契約であるが、譲渡先には当

社の置かれている状況を考慮して、暫くは保有してほしい旨の意向は伝えており、当該債権譲

渡契約については短期的な売却では無く、市場外での株式の譲渡を行う契約であるという認識

であったとのことであり、当社といたしては、当該債権譲渡契約の対価の内容については、当

社が関与するところではなく、あくまでも債権譲渡当事者間の問題であるという認識でありま

した。 

当社といたしましては、平成 21 年５月８日付改善報告書に記載している「割当先選定の基

本方針」の要件に係る重要な内容であったため、当社からは度々株式会社ハンバーストーンに

対して権譲渡契約の対価の内容確認の要請を行っていたにも拘わらず、株式会社ハンバースト

ーンから回答がなかった事実はありますが、当社といたしましては平成 21 年６月 11 日の発行

決議に至るまでの株式会社ハンバーストーンとのやりとりにおいては、上述のとおり平成 21

年６月９日に当社から株式会社ハンバーストーンに対して割当先として選定することについ

ての急な打診を行ったこと等の状況も考えると、株式会社ハンバーストーンが、当該債権譲渡

契約の内容について、当社への報告が遅延した理由については、意図的に隠蔽しようとしたも

のでは無く、あくまで当該債権譲渡契約については市場外での株式の譲渡を行う契約であると

いう認識であったことに起因した当社への報告の遅延であったと当社では認識しております。 

また、平成 21 年５月８日付改善報告書に記載している「割当先選定の基本方針」の要件で

ある「割当先との緊密な連絡体制が構築可能であること。（割当先と当社の間に第三者が介入
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する連絡体制の割当先についても割当先として選定しない。）」につきまして、ジャスダック証

券取引所より、今般の当該債権譲渡契約の対価の内容確認を当社から株式会社ハンバーストー

ンに対して要請していたにも拘わらず、株式会社ハンバーストーンから回答がなかった事実は、

株式会社ハンバーストーンと当社との緊密な連絡体制が構築できていない懸念が依然として

介在するのではないかという指摘をいただいております。 

当社といたしましては、今般の状況は、上述のとおりあくまで当該債権譲渡契約については

市場外での株式の譲渡を行う契約であるという認識であったことに起因したものであり、先般

の割当先選定の際の当社からの割当先への説明段階において、割当先選定の基本方針の一つで

ある「緊密な連絡体制が構築可能であること。」の要件については、当社から株式会社ハンバ

ーストーンに対して、どの時間帯においても当社との連絡可能な体制を構築していただくよう

要請し、充分に理解していただいた上での今般の資金調達の引受であって、新株式の譲渡報告

については、株式会社ハンバーストーンのマンパワー不足により一部譲渡報告の遅延が発生し

ているものの、両社の緊密な連絡体制は構築できていると当社は認識しております。 

しかしながら、今般の状況については、平成 21 年５月８日付改善報告書に記載している「割

当先選定の基本方針」の要件に係る重要な内容であるという認識のもと、当社から度々株式会

社ハンバーストーンに対して当該権譲渡契約の対価の内容確認の要請を行っていた一方で、株

式会社ハンバーストーンは当該債権譲渡契約の対価の内容については、あくまで当該債権譲渡

契約は市場外での株式の譲渡を行う契約であり、加えて、当該債権譲渡契約については債権譲

渡当事者間の問題であるという認識であったため、「割当先選定の基本方針」の要件に係る重

要な内容ではないと判断し当社への回答が遅延するといった、当社が意図しない重要性の認識

の不一致が生じる事態となっており、当社といたしましては、両社の緊密な連絡体制は構築で

きているものの、平成 21年６月 11 日の資金調達に係る決議以降、運用面で両社の状況把握が

出来ていない懸念が介在していると認識しております。 

今後におきましては、定期的に両社のミーティングを開催し、両社の経営計画及び資金計画

の進捗状況の確認、並びに割当先選定の基本方針を当社から株式会社ハンバーストーンに対し

て継続的に説明していくことで、両社の状況を定期的に把握し、両社の重要性の認識の不一致

を解消すると共に、より緊密な連絡体制を構築してまいる所存であります。 

２.割当先が新株式を短期的に売却している状況について、改善報告書に記載されている内容

が改善されていないことについての当社の見解 

今般、当社の割当先として選定した株式会社ハンバーストーンが、平成 21 年７月 17 日発行

の新株式を短期的に一部譲渡しており、当社が平成 21 年５月８日に提出した改善報告書に記

載しております「長期保有の原則」を遵守できていない状況であるというご指摘について、当

社といたしましては、割当先が短期的に株式を譲渡している事実については大変不本意なこと

であると考えております。 

しかしながら、今回の新株式の発行における手段として、一部当社に対する金銭債権を現物

出資する方法（デット・エクイティ・スワップ）を選択しており、割当先は長期保有を意図し
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て今回の増資を引き受けたものの、引き受けた時点においては、既に当社に対する金銭債権が

発生していたことに加えて、当該金銭債権に係る債権譲渡の対価については、当社株式による

ものとする債権譲渡者の強い要望があったことにより譲渡対価が当社株式となったことから、

株式譲渡先に対して、当社の置かれている現状をよく説明し、暫くは保有していただきたい旨

の意図を伝えた上で株式の譲渡を行った経緯もあり、急遽割当先として引き受けた立場である

株式会社ハンバーストーンとしては、今回の譲渡手続きについては止むを得ない状況であった

ということも考えられます。 

株式会社ハンバーストーンにおける、金銭債権を現物出資する方法（デット・エクイティ・

スワップ）に係る株式譲渡については、前述のとおり、割当先から株式譲渡先に対してあらか

じめ当社の置かれている現状をよく説明し、暫くは保有していただきたい旨の意図を伝えた上

での市場外での譲渡であるため、短期売買という認識ではなかったという株式会社ハンバース

トーンの主張も理解できますが、譲渡先が既に一部の株式を売却していることから、結果的に

短期売却に繋がったことは否めないことであります。 

また、金銭債権を現物出資する方法（デット・エクイティ・スワップ）以外の株式の一部を

短期的に譲渡している状況については、割当先の資金計画上の不測の事態が発生したことが原

因であること、また、現状の当社の財務状況や不動産市況等を鑑みると、平成 21 年７月 17

日発行の新株式の大半を譲渡している状況については、当初から意図的に売却しようと計画し

たものでは無く、あくまで想定外の事態に起因した例外的な株式譲渡であり、改善報告書に記

載している「長期保有の原則」の例外的な取り扱いであると当社では認識しております。 

 

３.割当先がジャスダック証券取引所の規則を理解（株式譲渡の報告が遅延している）してい

ないことについての当社の見解 

今般、新株式の譲渡報告について、株式会社ハンバーストーンから当社への報告が一部遅延

している状況について、当社は、株式会社ハンバーストーンに対して直接電話にて譲渡先の名

称及び所在地、並びに譲渡の内容等の確認作業を当社に対して行うとともに、書面での報告を

求めております。 

 

当社は株式会社ハンバーストーンに対して株式の譲渡が発生次第、書面での報告及び電話連

絡を直ちに行うよう要請しておりますが、株式会社ハンバーストーンのマンパワー不足により

一部譲渡報告の遅延が発生しているため、当社は株式会社ハンバーストーンが事務委託してい

る株式会社アーズレイアンドカンパニーの田中氏に対して、事務作業の人員体制の強化並びに

早期報告の体制構築を引き続き要請してまいります。 
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４.当社からジャスダック証券取引所への株式譲渡の報告が直ちに行われていないことについ

ての当社の見解 

今般、新株式の譲渡報告について、当社からジャスダック証券取引所への報告が一部遅延し

ている状況について、当社といたしましては譲渡報告の内容を株式会社ハンバーストーンに対

して直接電話にて譲渡先の名称及び所在地、並びに譲渡の内容等の確認作業を行うとともに、

書面での報告を求めております。 

当社は、株式会社ハンバーストーンからの書面での報告と電話連絡の両方の確認が完了次第、

ジャスダック証券取引所への報告を行う方針でありますので、作業完了までの時間を考慮する

と、当日の報告は難しいと判断しておりますが、今後におきましては、割当先の報告があり次

第迅速な処理を行い、直ちにジャスダック証券取引所へ報告を行ってまいる所存であります。 
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