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 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））及び新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関

するお知らせ 

 

平成21年11月9日公表「第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行の実施方針につい

て」でお知らせしましたとおり、本日開催の当社臨時株主総会におきまして「新株式の発行（第

三者割当増資）の件」が可決承認されましたことを受け、その後開催しました当社取締役会に

おいて、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））及び平成21年3月27日開催の定時株主総会においてご承認いただきました新株予約権の発

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。なお、当該新株式発行の

取締役会決議におきましては、特別利害関係人である当社代表取締役松田純弘は決議に参加し

ておりません。 

また、当該新株式の発行により、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、

併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行 

１．募集の概要 

①新株式発行 

（1）発行新株式数 31,564株 

（内訳）金銭出資 14,285株 

現物出資 17,279株 

（2）発行価額  １株につき3,150円 

（3）発行価額の総額  99,426,600円 

（内訳）金銭出資 44,997,750円（手取概算額:42,497千円） 

現物出資 54,428,850円 

（注）現物出資分については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。 

（4）資本組入額  49,713,300円 

（5）募集の方法  第三者割当による 

（6）申込期間     平成21年12月16日(水) 

（7）払込期日     平成21年12月16日(水) 

（8）割当先     金銭出資 小日向 範威 14,285株 

現物出資 松田 純弘 9,595株 

有限会社ANAHEIM ELECTORONICS 7,684株 

（9）現物出資財産の内容 松田純弘が当社に対して有する貸付債権30,224,250円 

有限会社ANAHEIM ELECTORONICSが当社に対して有する貸付債権 

24,204,600円 

（10）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 
②新株予約権発行 

(1) 新株予約権の名称   第 8 回新株予約権 

(2) 新株予約権の数    10,000 個 

(3) 目的となる株式の数  10,000 株 

(4) 発行価額       0 円 

(5) 割当日        平成 21 年 12 月 29 日 

(6) 行使価額       新株予約権発行日（平成 21 年 12 月 29 日）の株式会社名古屋証券

取引所における当社普通株式の終値に 1.025 を乗じた金額とする。 

(7) 行使可能期間     平成 22 年 1 月 4日から平成 24 年 12 月 29 日まで 

(8) 割当方法       第三者割当による 

(9) 割当先        有限会社レッド・カーペット 

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．第三者割当により発行される株式及び新株予約権の発行の目的 

当社は、平成 20 年 12 月期において債務超過の状況に陥ったことから、平成 21 年 3 月 27 日

公表の「債務超過の猶予期間入りのお知らせ」のとおり、株式会社名古屋証券取引所「株券上

場廃止基準」第２条の２第１項第４号（債務超過）の規定による債務超過の猶予期間入りとな

っており、その猶予期間は平成 21 年 12 月 31 日までとなっており、当連結会計年度末までに債

務超過が解消されない場合には当社株式は上場廃止となります。 

当社としましては上場継続のため債務超過の解消が喫緊の課題となっており、債務超過解消

に向けての取り組みは、平成 21 年 11 月 9 日公表いたしております「当社グループの債務超過

解消に向けた取り組みについて」のとおりであります。 

当社は今期Ｍ＆Ａによる新規事業からの収益の確保と共に、債権者に対して債務免除等の金
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融支援を要請しておりますが、これらと合わせて債務超過解消に向けた財務状況改善のための

有利子負担債務圧縮の観点から債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）を行うことと

いたしました。 
また、平成 20 年 11 月 7 日連結子会社であった株式会社フォト・ウェーブ、及び株式会社イ

ンターネットペイメントサービスの株式売却、さらに平成 21 年 2 月 2日の株式会社データプレ

イスの株式売却により、関連会社より徴収しておりました本部管理費がパレットメディア株式

会社 1 社のみからの徴収状態となり、徴収不可能な子会社も発生し子会社間での不公平が拡大

することから、本年 21 年 7 月 21 日の取締役会にて上場管理コストの徴収廃止を決議いたしま

した。その為、平成 21 年 7 月以降当社の売上計上が行われない状況となり、運転資金等は今回

の割当先である有限会社ANAHEIM ELECTORONICSが債権譲渡を受けた取引先からの借入れにより

調達しておりました。 

今後は平成 21 年 11 月 30 日開催の臨時株主総会にて承認を受けた、平成 21 年 12 月 21 日予

定の株式会社 SPARKS との株式交換後、平成 22 年 2 月頃をめどに再度関係会社（当社 100％子

会社）より上場管理コストの徴収を行う予定でありますが、関係会社との子会社管理契約締結

までの当面の運転資金を調達する必要があるため、今回第三者割当増資による資金調達を行う

ことと致しました。 
 

３．調達資金の額、使途及び支出予定時期 
（1）調達する資金の額（差引手取概算額） 
金銭出資による第三者割当増資による新株発行価額 44,997 千円から株主総会費用等の発行

諸費用の 2,500 千円を差し引いた 42,497 千円を調達いたします。なお、現物出資による 54,428

千円はデット・エクイティ・スワップによる新株式の発行のため資金の調達はありません。ま

た、新株予約権による調達資金の額及び資金に関しましては、新株予約権の性質上現時点にお

いて調達額を正確に計画することは困難でありますが、調達額は平成 21 年 11 月 27 日終値換算

で 51,460 千円（11 月 27 日終値 5,020 円×1.025）となります。 

 
（2）調達する資金の具体的な使途 
調達による使途としては、子会社管理費用を徴収するまでの当社運転資金のつなぎ資金とし

て予定しております。 

資金使途（本新株発行による調達資金約 42,497 千円（差引手取概算額） 

具体的な使途 支出額 支出予定時期 

未払い法人税 8,800 千円    平成 22 年１月 

上場維持費用（名古屋証券取引所・代行

手数料・決算書類作成費用等）及び監査

法人報酬 

10,000 千円 平成 21 年 12 月-平成

22 年２月 

人件費・役員報酬等 14,000 千円 平成 21 年 12 月-平成
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22 年２月 

（注）借入金の具体的な使途に関しましては主な使途先であり、借入金と支出額は一致いたしません。 

 

また、デット・エクイティ・スワップによる新株式の発行は、弊社の債務 54,428 千円を対価

として行うものであり、本債務 54,428 千円の使途は、次のとおり運転資金として既に充当して

おります。なお、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の対象となる当社借入金の詳細

は次のとおりです。 

資金充当状況（デット・エクイティ・スワップの対象となる借入金約 54,428 千円） 

具体的な使途 支出額 支出時期 

上場維持費用（名古屋証券取引所・代行

手数料・決算書類作成費用等）及び監査

法人報酬 

24,857 千円 平成 21 年 3 月-10 月 

人件費・役員報酬等 38,803 千円 平成 21 年 3 月-10 月 

（注）借入金の具体的な使途に関しましては主な使途先であり、借入金と支出額は一致いたしません。 

デット・エクイティ・スワップの対象となる借入金の詳細 

債権者 債権額 現物出資額 備考（借入条件） 

松田純弘（当社代表取締役） 30,227 千円 30,224 千円 年利１％ 

有限会社 ANAHEIM ELECTORONICS 24,207 千円 24,204 千円 年利３％ 

 なお、新株予約権に関しましては、新株予約権の性質上現時点において使途期限を正確に

計画することは困難でありますが、新株予約権による使途としては平成 21 年 12 月 21 日予定の

株式会社スパークスと株式交換により、株式会社スパークスを完全子会社化後、当社の管理部

強化のための人件費の増加、及び業務委託費の増加を見込んでおり、その支出時期は、平成 22

年 6 月以降を予定しております。なお、手取金の具体的な使途内訳は未定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 上記「２．第三者割当により発行される株式及び新株予約権の発行の目的」及び「３．調達

資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のとおり、今回の調達資金の使途は、当社が子会社

から管理費用を徴収するまでの当社運転資金であり、当社は当面の上場維持費用の資金も切迫

しておりますが、子会社管理契約締結後は子会社から管理費用を徴収予定としており、それま

でのつなぎ資金として、今回の増資による資金の必要性は重要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 

①新株式発行 

本増資に係る前営業日までの直近３ヶ月（平成21年８月31日～平成21年11月27日まで）の株

式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値平均株価（2,481円）を基に、27.0％のプ
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レミア率で再評価した価格（3,150円）を算出しました。 

当該算出としましたのは、最近の当社株式価額の変動幅が大きかったことと、今回の株式交

換等により当社グループが債務超過の状態を解消できる見通しであること、及び既存株式の大

幅な希薄化を考慮し、プレミア率を27.0％といたしました。 

なお、当該発行価額水準は、取締役会決議の前日終値5,020円（ディスカウント率37.3％）、

当該取締役会決議の前日までの１ヶ月株価の終値平均3,022円（ディスカウント率4.2％）であ

り、一方で6ヶ月株価の終値平均2,940円（プレミアム率8.8％）であります。 

 

②新株予約権 

平成21年3月27日開催の第11期定時株主総会にて可決承認された発行条件に基づきます。具体

的には、本新株予約権1個あたりの発行価額は無償としています。また、本新株予約権の行使に

際して払込みをすべき当社普通株式１株あたりの金額（行使価額）は、新株予約権発行日（平

成21年12月29日）の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値に1.025を乗じた金

額としています。なお、平成21年11月27日終値換算での行使価額は5,146円（11月27日終値5,020

円×1.025）となります。 

 

（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規発行株式数31,564株は、現在の発行済株式数69,613株に対

して45.3％に相当し、また新株予約権が全数行使された場合10,000株増加し、計59.7%の割合で

希薄化が生じます。 

大幅な希薄化が生じるため、今回の第三者割当増資に関しましては、平成21年11月30日開催

の当社臨時株主総会に議案として提出し、可決承認されております。なお今回の第三者割当増

資は、当社にとっての課題である債務超過の解消のために実行するものであり、またデット・

エクイティ・スワップによる増資を含むため、当社の負債圧縮に伴う自己資本比率の改善、財

務体質の改善による金利負担の軽減、経営基盤の増強、企業価値の増大を図ることができます。

これらは将来的な収益の向上に寄与するものと考えておりますので、今回の第三者割当増資は

既存株主にとっても合理的であると考えております。 

なお、平成21年11月11日公表「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式

交換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」にございますように、平成21年12

月21日に株式交換による新株発行を予定しており、本件第三者割当による新株式発行に伴う増

加株式数31,564株及び新株予約権の行使に伴う増加株式数10,000株（全行使時）に、当該株式

交換による増加株式数142,560株の計184,124株増加し、現在の当社の発行株式総数69,613株に

対して、264.5%の割合で希薄化が生じます。 

債務超過を解消し上場を継続するためにも、この度の一連施策実施に伴う希薄化の割合は不

可避のものであり既存株主にとって合理的であると判断しております。 
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６．割当先の選定理由 

（1）割当先の概要 

①新株式発行 

ａ．金銭出資14,285株 

① 氏名 小日向 範威 

② 住所 東京都港区 

資本関係 
当社株式を1,579株（平成21年11月

27日現在）保有しております。 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 

③ 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 

 

ｂ．デット・エクイティ・スワップによる現物出資9,595株 

① 氏名 松田 純弘 

② 住所 東京都杉並区 

資本関係 
当社株式を29株（平成21年11月27

日現在）保有しております。 

取引関係 
当社を債務者として総額30百万円

の金銭消費貸借契約があります。 

人的関係 当社の代表取締役であります。 
③ 上場会社と割当先の関係 

関連当事者への

該当状況 

子会社である、パレットメディア

株式会社の代表取締役でありま

す。 

 

ｃ．デット・エクイティ・スワップによる現物出資7,684株 

① 商号 有限会社ANAHEIM ELECTORONICS 

② 事業内容 電気通信工事業、投資業及び投資顧問業 

③ 設立年月日 平成16年12月20日 

④ 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿南一丁目21番22号 

⑤ 代表者の役職・氏名 取締役 砂原 洋子 

⑥ 資本金 63,000,000円 

⑦ 発行済株式数 2,100株 

⑧ 総資産 65,507,043円（平成21年3月現在） 

⑨ 決算期 3月 
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⑩ 従業員数 0人 

⑪ 主要取引先 ― 

⑫ 大株主及び持株比率 砂原 洋子 100％ 

⑬ 主要取引銀行 東京三菱UFJ銀行 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 
当社を債務者として総額24百万円

の金銭消費貸借契約があります。 

人的関係 該当事項なし 
⑭ 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 

⑮ 最近３年間の業績  

決算期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

営業収益       （百万円） 20 0 1 

営業利益       （百万円） △28 △6 △2 

経常利益       （百万円） △28 △5 △1 

当期純利益      （百万円） △28 △5 △3 

1株当たり当期純利益  （円） △13,591.08 △2,843.78 △1,700.53 

1株当たり配当金     （円） 0 0 0 

1株当たり純資産       （円） 19,457.30 16,613.50 14,912.97 

 

②新株予約権 

① 商号 有限会社レッド・カーペット 

② 事業内容 店舗・事務所等の企画デザイン等 

③ 設立年月日 平成16年12月20日 

④ 本店所在地 東京都港区六本木五丁目13番28号 

⑤ 代表者の役職・氏名 取締役 小日向 範威 

⑥ 資本金 3,000,000円 

⑦ 発行済株式数 60株 

⑧ 総資産 65,730,657円（平成21年3月現在） 

⑨ 決算期 3月 

⑩ 従業員数 0人 

⑪ 主要取引先 ― 

⑫ 大株主及び持株比率 小日向 範威 100％ 

⑬ 主要取引銀行 朝日信用金庫 

⑭ 上場会社と割当先の関係 資本関係 該当事項なし 
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取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 

 

関連当事者への

該当状況 
該当事項なし 

⑮ 最近３年間の業績  

決算期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

営業収益      （百万円） 1 0 2 

営業利益      （百万円） △7 △15 △3 

経常利益      （百万円） △7 △13 △0 

当期純利益     （百万円） △7 △13 △1 

1株当たり当期純利益  （円） △131,132.88 △231,947.86 △19,056.85 

1株当たり配当金     （円） 0 0 0 

1株当たり純資産       （円） △401,298.27 △ 633,246.13 △652,302.98 

（注）割当予定先の内容及び当社との関係欄は、提出日現在のものです。 

 

※当社は、割当先、当該割当ての役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係が

ないことを、当社代表取締役による当該者への面談により確認しております。なお、その旨の

確認書を株式会社名古屋証券取引所に提出しています。 

 

（2）割当先を選定した理由 

当社は、今期喫緊の課題である債務超過の解消を最優先課題とし、事業の再編を含むＭ＆Ａ

による新たな事業展開に合わせ、第三者割当増資等による外部からの資金調達を検討してまい

りました。その中でお取引先、株主様等から数多くのご紹介を受け第三者割当増資先の検討を

行ってまいりましたが、既存株主の利益を出来るだけ損なわないように、安定株主となりうる

増資先、今後の当社グループとの業務提携を含むシナジー効果を得ることが出来る取引先にな

りうるかを配慮して選定しました。 

なお、本割当は、日本証券業協会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。 

 

①新株式発行 
ａ．小日向範威 
 今回の割当先である小日向範威氏は、当社代表取締役松田純弘の知人であり、今回の新株予

約権付与先である有限会社レッド・カーペットの取締役であります。同氏は企業コンサルタン

トを中心とした事業を展開しており、企業再生のノウハウも持ち合わせております。同氏及び

同氏の関係会社からは、今期当社グループが事業継続の危機に直面した時局において、繁忙期
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における管理業務の人的補助を無償で受け、また当社への取引先のご紹介等多大なご支援を頂

いておりました。さらに同社の事業である店舗・事務所等の企画デザイン事業については、今

後当社の子会社である株式会社Prime constructとの業務提携を含むご協力を頂く予定であり、

また、当社グループで検討している携帯電話事業に関わる、事業パートナーのご紹介を含めた

コンサルティング業務を同社が今後予定していることから、当社としても今後更なる協力関係

構築のため当社株式を保有していただきたく割当することといたしました。 

 
ｂ．松田純弘 
 今回の割当先である松田純弘は当社代表取締役であり、平成21年12月21日予定の株式交換後

も引き続き当社代表取締役としての役割を全うする予定でございます。同氏が当社代表取締役

に就任した本年2月の当社財務状況は、株主総会をはじめとする上場維持費用の資金も切迫して

おり、緊急の資金として同氏より貸付を受けました。その後、今回の第三者割当増資を含め、

今期当社が直面した状況を打開すべく、債権者様お取引先や株主様等の関係各方面にご協力を

働きかけてまいりました。今回、当社の債務状況改善のために、不特定多数からの増資による

資金調達よりも、早期に財務状態を改善できかつ安定株主の確保につながる債務の株式化（デ

ット・エクイティ・スワップ）による増資が必要であるとの判断から個人債権を株式化するこ

とに同意いただきました。 

 
ｃ．有限会社ANAHEIM ELECTORONICS 

 今回の割当先である有限会社ANAHEIM ELECTORONICSの代表取締役である砂原洋子氏は今期当

社グループが事業継続の危機に直面した時局において、取引先のご紹介により債務圧縮に関す

るアドバイス等のご援助を無償で頂いておりました。同氏は休眠会社であった同社を譲り受け、

電気通信工事業を始めましたが、今後投資顧問業及びコンサルタント業務を中心とする業務を

行う予定であることから、当社といたしましても今後の業務協力を含む関係強化のため当社株

式を保有いただくことは当社にとっても有益であり、また、今回のファイナンスを行うにあた

り、当社債権を買い取りその債権を株式化することに同意いただき、当社としても不特定多数

からの増資による資金調達よりも、早期に財務状態を改善できかつ安定株主の確保につながる

債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による増資がより望ましいと判断し債権の株

式化を要請することといたしました。 
 

②新株予約権 
有限会社レッド・カーペット 

 有限会社レッド・カーペットは小日向範威氏が経営する会社であります。割当に至る経緯は

小日向氏と同様であります。同氏には、第三者割当増資を今回実行いただく割当数より多くの

割当を要請しておりましたが、不要な新株の発行は既存株主に不利益を及ぼすことを考慮し、

新株予約権の割当を行うことといたしました。割当先を個人ではなく法人に付与するのは、同

社の事業である店舗・事務所等の企画デザイン事業については、今後当社の子会社である株式
 

ご注意：この文書は、当社が第三者割当増資による新株発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、

一切の投資勧誘または、それに類似する行為のために作成されたものではありません。 

 9 



会社Prime constructとの業務提携を含むご協力を頂く予定であり、また、当社グループで検討

している携帯電話事業に関わる、事業パートナーのご紹介を含めたコンサルティング業務を同

社が今後予定しており、当社といたしましても今後の事業展開のため更なる関係強化を図るた

めに新株予約権の割当を行うことといたしました。 

 

（3）割当先の保有方針 

当社と新株式の割当先との間において、割当株式に関する継続保有及び預託に関する取り決

めはありませんが、上記（２）「割当先を選定した理由」にも記載のとおり、当社グループの

事業に事業シナジーの高い事業基盤を持つ相手先及び安定株主となりうるかを中心に選定して

おり、当社代表取締役が面談の上、当社事業展開を理解していただいたうえ引受を承諾いただ

いたものであり、当社といたしましては、中長期的に保有していただけるものと考えておりま

す。また、投資事業を行っている割当先においても、当社の資金調達の必要性を十分ご理解し

ていただいうえ割当先として選定しております。 

なお、当社は第三者割当増資先に対し、払込期日(平成21年12月16日)より２年以内に新株式

を譲渡する場合には、遅滞なく当社に報告する旨の確約書を頂く旨の内諾を得ております。 

 

(4) 割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

この度の金銭出資による第三者割当増資の割当先である小日向範威氏からは税務申告書類等

のご提出、及び新株予約権の割当先である同氏が経営する有限会社レッド・カーペットに関し

て、保有有価証券を売却することにより資金調達する旨を面談により確認いたしました。 

当社は、払込日までの間に確実にその資金拠出がなされるものと、また、新株予約権の行使

に関しても同様に行使を行うにあたり十分な資力があるもの判断しており、本第三者割当増資

における新株式並びに新株予約権の払い込みを行う資力を有しているものと判断しております。 

 

(5)株券貸借に関する契約等 

今回の第三者割当により発行する新株式及び新株予約権の割当先からは、今回の割当に先立

って当社株式の借株は行わない旨の報告を受けております。また、当社と割当先との間におい

て、その他本件ファイナンスに影響を及ぼす別途の契約はありません。 

 

(6)その他 

当社は、今回の割当先及び株主並びにその関係者が反社会的勢力との繋がりがないことを、

当社代表取締役による当該者への面談を通じて確認しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

本件第三者割当増資実施後の大株主の状況は次のとおりとなります。 

なお、平成21年11月11日公表「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式

交換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」にございますように、平成21年12
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月21日に株式会社スパークスとの株式交換による新株発行を予定しており、本件第三者割当増

資も含む全ての新株発行が予定通りに実行された場合の大株主の状況は次のとおりとなります。 

募集前 

（平成21年10月３日現在） 

①募集後（新株式の第三者割当増資後） 

（平成21年12月16日現在） 

有限会社グローバルキャピタル    16.52%

朝田篤               11.17%

小林弘志               8.73%

藤田幹夫              5.61%

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ B.V 5.51%  

栗栖眞和                           4.99%

中村美恵子                         3.99%

杉山洋一                           3.70%

山田克礼                           3.67%

エヌ・エス・アール株式会社         3.65%

小日向範威               15.68%

有限会社グローバルキャピタル      11.37%

松田純弘                  9.51%

朝田篤                 7.69%

有限会社ANAHEIM ELECTORONICS     7.59%

小林弘志                           6.01%

藤田幹夫                           3.86%

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ B.V 3.79%

栗栖眞和                           3.44%

中村美恵子                         2.75%

 

②株式交換による新株式発行後 

（平成21年12月21日現在） 

③募集後（新株予約権が全部行使された場

合：平成22年1月4日以降） 

上山篤志                          10.04%

和中宣明                           8.42%

小日向範威                         6.51%

江口英喜                           4.87%

有限会社グローバルキャピタル       4.72%

大村一浩                           4.52%

桑原寛                             4.43%

金子信也               4.43%

守屋大                             4.43%

松田純弘                           3.95%

上山篤志                           9.65%

和中宣明                           8.09%

小日向範威                         6.25%

江口英喜                           4.68%

有限会社グローバルキャピタル       4.53%

大村一浩                           4.34%

桑原寛                             4.26%

金子信也                           4.26%

守屋大                             4.26%

有限会社レッド・カーペット         3.94%

(注)1. 大株主につきましては、平成21年10月3日（臨時株主総会基準日）現在の株主名簿を基準に作成しております。 

2. 募集後の持株比率は、平成21年10月3日（臨時株主総会基準日）現在の発行済株式総数69,613株に、今回の第三者割

当増資による増加予定株数31,564株及び株式会社SPARKSとの株式交換による増加予定株数142,560株を加算した株式

数243,737株及び新株予約権全ての払い込みによる増加予定株数10,000株を加算した株式数253,737株で算出してお

ります。 

3. インベスター・グロース・キャピタル・ホールディング B.Vより平成21年10月22日付けで提出された大量保有報告

の変更報告書により、平成21年10月21日時点で所有株式数が3,475株となった旨の報告を受けておりますが、当社と

しては現時点での所有株式数の確認ができませんので、上記には含めておりません。 

4. 平成21年11月27日現在、当社株式を小日向範威氏は1,579株、大村一浩氏は213株、松田純弘は29株保有しております。 
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８．今後の見通し 

(1) 業績への影響の見通し 

平成 21 年 11 月 11 日公表「株式交換による株式会社 SPARKS の完全子会社化に関する株式交

換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」にございますように、平成 21 年 12

月 21 日に株式交換を予定しており、当該株式交換が企業結合会計上の「逆取得」に該当するこ

とになります。当該株式交換による会計処理及び業績への影響につきましては、当該株式交換

完了後、詳細が判明次第速やかに開示いたします。 

 

(2)企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、支配株主の異動を伴うものではありませんが、希釈化率が25％以上とな

ることから、名古屋証券取引所の定める適時開示等規則第34条に定める独立第三者からの意見

入手又は株主の意思確認手続きを要することとなります。 

当社としましては、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、既存株主の皆様に極めて大きな影響が生じることを鑑み、特に有利な発行価額で実

施するものではありませんが、当該第三者割当増資の必要性及び相当性について株主の皆様に

説明をし、株主の皆様の判断に委ねるべく、本日開催の当社臨時株主総会議案として提出し、

可決承認をいただきました。なお、議決権行使合計40,392個における賛成数40,329個、賛成率

は99.8％でした（株主総会当日ご出席株主の賛否集計も含んでおります）。 

その後開催いたしました、本第三者割当増資の募集事項決定に係る取締役会に出席した常勤

監査役１名ならびに社外監査役２名全員は、今回の割当先の選定等につき必要かつ相当である

旨の意見を述べております。 

 
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（連結）                  （単位：千円） 

決算期  平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 

売上高    1,240,206 1,136,901 1,116,180 

営業利益  △28,923 △453,486 △375,193 

経常利益  △36,763 △470,282 △386,232 

当期純利益  △375,265 △1,161,867 △1,196,395 

総資産 2,099,493 1,172,678 294,331 

１株当たり当期純利益（円） △9,583.36 △22,180.67 △18,735.54 

１株当たり配当金    （円） ― ― ― 

１株当たり純資産    （円） 26,399.21 7,605.32 △8,705.98 

 
（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11月10日現在） 
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種 類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数  69,613株 100％ 

現時点の行使価額における潜在株式数 10,000株 14.3％ 

（注）平成 17 年 9 月 9 日及び平成 18 年 4 月 28 日に発行しました新株予約権につきましては、その全部について 

行使価額が市場価額を上回っているため、上記潜在株式数には含めておりません。 

 

(3)最近の株価の状況  

① 最近３年間の状況 

  平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期  

始 値  41,000円 17,800円 6,980円 

高 値  57,800円 36,000円 8,200円 

安 値  13,900円 6,800円 965円 

終 値  18,000円 7,000円 5,020円 

（注） 平成21年12月期の株価は、平成21年11月27日迄の情報を基に記載しております 

 

② 最近６か月間の状況 

 6月  7月  8月  9月  10月  11月  

始 値  3,500円 3,800円 3,590円 2,810円 2,435円 1,690円

高 値  3,940円 4,660円 3,590円 3,100円 2,435円 6,200円

安 値  2,790円 3,070円 2,500円 1,990円 1,450円 1,600円

終 値  3,810円 3,600円 3,250円 2,475円 1,600円 5,020円

（注）11月の株価は、平成21年11月27日迄の情報を基に記載しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

平成21年11月27日現在  

始 値  5,020円 

高 値  5,020円 

安 値  5,020円 

終 値  5,020円 

 

(4)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19年3月5日  

調達資金の額  300,000,000円（発行価額 50,000円）  

募集時における発行済株式数  46,956株  
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当該増資による発行株式数  6,000株  

当初の資金使途  運転資金 

支出予定時期  平成19年３月～平成19年10月 

現時点における充当状況  当初の目的に従い充当済みであります。 

バイオエナジー販売権、72,450千円 

上海クロスエー出資金、26,000千円 

和洋中合衆国販売独占権、40,000千円 

P2Xロイヤリティ、50,000千円 

 

・第三者割当増資（デッド・エクリティ・スワップによる現物出資） 

発行期日  平成19年11月30日  

調達資金の額  99,997,000円（発行価額 19,000円）  

募集時における発行済株式数  52,956株  

当該増資による発行株式数  5,263株  

当初の資金使途  運転資金として充当済であります。 

コインユニットの権利購入、47,000千円 

支出予定時期  平成19年８月～平成19年12月 

 

・第三者割当増資 

発行期日  平成20年２月１日  

調達資金の額  60,012,000円（発行価額 18,000円）  

募集時における発行済株式数  58,219株  

当該増資による発行株式数  3,334株  

当初の資金使途  運転資金 

支出予定時期  平成20年９月～平成21年２月 

現時点における充当状況  運転資金として充当済であります。 

2か月分人件費等、20,007千円 

取引先への支払、約20,000千円 

リース費用等、6,229千円 

 

 

Ⅱ．主要株主である筆頭株主の異動 

 

１．異動が生ずる経緯 

本件第三者割当増資の実施により、主要株主である筆頭株主の異動が発生する見込みであり
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ます。 

なお、平成21年11月11日公表「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式

交換契約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」にございますように、平成21年12

月21日に株式交換による新株発行を予定しております。 

 

２．当該株主の名称等 

（1）新たに主要株主である筆頭株主となるもの 

氏名：小日向 範威 

住所：東京都港区 

 

（2）筆頭株主でなくなるもの 

名称：有限会社グローバルキャピタル 

本店所在地：東京都中央区月島三丁目26番８号 

代表者：香月 政信 

 

３．当該株主の議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合 

（1）小日向 範威 

 
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11月27日現在） 

1,579個

（ 1,579株）
2.1％ － 

異動後（本件募集後） 

（平成21年12月16日現在） 

15,864個

（15,864株）
15.7％ 第1位 

（ご参考）  

異動後（株式交換後） 

（平成21年12月21日現在） 

15,864個

（15,864株）
6.5％ 第3位 

 

（2）有限会社グローバルキャピタル 

 
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11月27日現在） 

11,506個

（ 11,506株）
16.5％ 第1位 

異動後（本件募集後） 

（平成21年12月16日現在） 

11,506個

（11,506株）
10.3％ 第2位 

（ご参考）  
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異動後（株式交換後） 

（平成21年12月21日現在） 

11,506個

（11,506株）
4.7％ 第5位 

＊１）議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  0株  

２）異動後の状況は、平成21年11月27日現在の発行済株式総数69,613株に、今回の第三者割当増資による増加予定株数

31,564株を加算した株式数101,177株に基づきます。 

３）参考欄については、平成21年11月27日現在の発行済株式総数69,613株に、今回の第三者割当増資による増加予定株数

31,564株及び平成21年12月21日の株式交換による増加予定株数142,560株を加算した発行済株式数243,737株に基づ

きます。 

 

４．異動予定年月日 

   平成21年12月16日 

 
５．その他 
平成21年11月11日公表「株式交換による株式会社SPARKSの完全子会社化に関する株式交換契

約締結及び主要株主である筆頭株主の異動について」で、当該株式交換に基づき上山篤志（東

京都目黒区、株式会社SPARKS代表取締役）が新たに主要株主である筆頭株主に該当する見込み

である旨お知らせしていますが、本件第三者割当増資の実施後、平成21年12月21日までは、上

記のとおり、小日向範威氏が主要株主である筆頭株主となります。なお新株予約権10,000株が

全て行使された場合は、当社は主要株主が存在しなくなります。 

 

上山 篤志 

 
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11月30日現在） 

0個

（ 0株）
0％ － 

異動前（本件募集後） 

（平成21年12月16日現在） 

0個

（ 0株）
0％ － 

異動後（株式交換後） 

（平成21年12月21日現在） 

24,480個

（24,480株）
10.04％ 第1位 

異動後（新株予約権行使後） 

（平成22年１月４日以降） 

24,480個

（24,480株）
9.65％ 第1位 

＊１）議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  0株  

２）平成21年11月27日現在の発行済株式総数69,613株に、今回の第三者割当増資による増加予定株数31,564株及び平成21

年12月21日の株式交換による増加予定株数142,560株を加算した発行済株式数243,737株に基づきます。 

３）新株予約権10,000株全て行使された場合の発行済株式数は253,737株となります。 
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【第三者割当増資による新株式の発行要領】 

（1）発行新株式数      31,564株 

（2）発行価額        3,150円 

（3）発行価額の総額   99,426,600円 

   上記のうち、54,428,850円については、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の

方法をとるものとする。 

（4）資本組入額   49,713,300円 

（5）募集又は割当方法  有限会社ANAHEIM ELECTORONICS他2名に対する第三者割当 

（6）申込期間  平成21年12月１日(火)～平成21年12月4日(金) 

（7）払込期日  平成21年12月16日(水) 

（8）新株券交付日 平成21年12月16日(水) 

（9）その他 

当社は割当先に対し、発行日(平成21年12月16日)より2年以内に新株式を譲渡する場合に

は、その旨を当社に速やかに報告する旨の確約を依頼する予定であります。 

（10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（11）現物出資財産の内容：有限会社ANAHEIM ELECTORONICSが当社に対して有する金銭債権 

金24,204,600円 

             松田純弘が当社に対して有する金銭債権 

             金30,224,250円 

             

【新株予約権による新株の発行要領】 

  以下は、平成21年3月27日開催の第11期定時株主総会にて可決承認された発行条件を元に、平

成21年11月30日取締役会にて決議された発行条件です。 

(1)新株予約権の目的である株式の種類および数 
当社普通株式10,000株 

なお、新株予約権の発行日以後、当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）ま
たは株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するも
のとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない
新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数
については、これを切り捨てるものとする。 
 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、ま

たは当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行
う。 

 
(2)発行する新株予約権の総数 

10,000個（新株予約権１個につき普通株式１株。） 
 
(3)新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否 
 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行
使価額」という。）は、以下のとおりとする。 

新株予約権発行日（平成21年12月29日）の名古屋証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値（取引が成立しない場合はその前日以前の取引が成立した取引日のうち新株
予約権の発行日に最も近い日の終値）に1.025を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上
げる。 
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
 
                      １ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――― 
分割・併合の比率 

 
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生
じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前
において当社が保有する自己株式数は含まない。 
 

既発行 新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 
株式数＋――――――――――――――――――――― 

調整後  調整前          新規発行（処分）前の時価 
行使価額＝行使価額×――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数 
 
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行使価額を
調整する。 

 
(5)新株予約権を行使することができる期間 

平成22年1月4日から平成24年12月29日。 
ただし、本件行使期間の最終日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に定める

日にあたるときは、その前営業日とする。 
 
(6)新株予約権の行使の条件 

新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 

 
(7)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計

算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

 

以 上 
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