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平成 22 年１月 26 日 

各      位 

会 社 名  株式会社 EMCOM ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 徐 躍平 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7954） 

問合せ先  執行役員管理本部長 三井 規彰 

電話      03-5412-6100 

 

 

(経過報告)当社借入債務の返済状況および今後の資金調達方針に関するお知らせ 

 

平成21年７月７日付「(経過報告)準消費貸借契約における返済期限延長に伴う修正契約締結に関するお知ら

せ」にて発表している借入債務(本日現在の元本4,133百万円)の返済状況および今後の当社の対応方法に関して、

下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件開示は特段新しい事実を公表するものではなく、本件に係る当社のこれまでの対応状況並びに資金

調達方針をあらためてご説明させていただくものです。 

 

 

記 

 

Ⅰ．本件の概要とこれまでの経緯 

１．借入の経緯 

当社は、平成21年５月30日付「（経過報告）新株予約権付社債の一部繰上償還の実施並びに準消費貸借

契約の締結に関するお知らせ」において、平成18年５月30日に発行いたしました2011年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債（以下、「本件新株予約権付社債」という。）に関して、繰上償還に係る対象額面金

額の一部について繰上償還を実施するとともに、未償還分については平成21年６月29日を返済期日とする準

消費貸借契約を締結いたしました。 

その後、平成21年６月30日付「（経過報告）準消費貸借契約における返済期限延長の交渉に関するお知ら

せ」及び平成21年７月７日付「（経過報告）準消費貸借契約における返済期限延長に伴う修正契約締結に関

するお知らせ」にてお知らせしておりますが、平成21年５月29日付にて締結した準消費貸借契約に基づく債務

（以下、「借入債務」という。）について、一時的に延滞が発生する事態となりましたが、債権者との間で返済期

限を延長することに合意し、返済期限を平成21年７月17日とする準消費貸借契約の修正契約を締結いたしま

した。 

しかしながら、返済期限までに資金調達を実現することが出来ず、また、返済期限延長等に関して債権者と

合意に至っていないことから、借入債務は延滞が継続しており、一日も早い資金調達の実現が必要な状況が

続いております。 

 

２．資金調達に係る当社の検討内容について 

第一に、金融機関や事業会社等からの借入れなど間接金融による資金調達を検討してまいりました。実際

に複数の事業会社や個人等に対して支援を要請してまいりましたが、金利、返済期限やその方法等、条件面
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のほか、昨今の金融・経済情勢等の影響もあり、交渉先との間で合意には至らず、間接金融による資金調達は

極めて厳しいという状況でした。 

次に、公募増資による資金調達の可能性についても検討いたしました。平成 20 年 12 月期に断行した経営

改革の成果により当社グループの業績は飛躍的に改善をしておりますが、安定的かつ持続的な成長は、当社

グループの今後の課題の一つであることから、現時点における公募増資実現の可能性は極めて低く実施には

至っておりません。 

また、借入債務の返済を早期に実現するために、業容の縮小には繋がるものの、中核子会社の株式売却並

びに子会社が保有する不動産等の資産売却による資金調達についても、検討並びに複数先との交渉を行な

ってまいり、取得に係る意向表明を頂いた先もありましたが、間接金融による調達と同様、条件面のほか、昨今

の金融・経済情勢等の影響もあり、最終合意には至らず、現時点で実現には至っておりません。 

さらに、当社の大株主や事業パートナー等による第三者割当増資や、行使価額を固定した新株予約権付

社債や新株予約権の発行等につきましても検討と交渉を重ねてまいりましたが、いずれも実行には至っており

ません。 

当社が借入債務の早期返済を目指し多額の資金調達を計画する上で、延滞状態が継続していること、子会

社株式や保有資産等が担保に供されていること等、当社の厳しい経営環境を主たる要因として、上記のいず

れの資金調達の方法も早期に実現させることが難しい状況にあります。 

そのような中で、当社は債権者より、資金調達の方法を多様化することにより、借入債務の返済を順次進め

ていくことを求められておりましたが、株価や出来高等の動向に影響を受けて行使がなされず計画通りに資金

調達が行えない可能性がある第三者割当による新株予約権の発行、並びに、割当を受ける権利を有する株主

の皆様にご判断を委ねることになるため、計画時点で実際に調達出来る額を確定することが困難な株主割当

増資による資金調達のみが実行可能な資金調達方法となりました。 

そこで、平成21年10月５日付にて「第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ」並び

に「株主割当による新株式の発行に関するお知らせ」を決定し、発行価額総額で5,471百万円となる資金調達

を債権者の賛同を得て発表いたしました。 

しかしながら、これにより発行した新株予約権につきましては株価や出来高等の動向からこれまで一度も行

使がなされておらず、また、株主割当増資につきましては、発行総額を大きく下回る205百万円の資金調達に

留まり、現時点で借入債務の全額返済の見通しはたっておりません。 

なお、平成21年10月５日付にて「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、資

金調達の方法等、これに関連する事項につき、株主の皆様にご判断いただく場合に開催するものとして、平成

21年12月中旬に予定している旨をお知らせしておりましたが、当社が必要とする資金額の調達を実現するた

めに、引き続きあらゆる資金調達の方法等、これに関連する事項について、より慎重な検討が必要であったこ

とから、平成21年12月10日付「臨時株主総会開催の中止に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり、平

成21年11月６日を基準日とする臨時株主総会の開催を中止しております。 

 

３．本件に係る当社の対応状況 

※適時開示情報のうち、本件新株予約権付社債に関連する対応のみ一部抜粋 

平成 18 年５月 12 日 
2011 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20060512-5.pdf） 

平成 18 年５月 30 日 

2011 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の変更に関する

お知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20060530-1.pdf） 

平成 21 年４月 30 日 
社債権者による新株予約権付社債の繰上償還請求に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090430_001.pdf） 

平成 21 年５月 30 日 （経過報告）新株予約権付社債の一部繰上償還の実施並びに準消費貸借契約の
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締結に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090530_001.pdf） 

平成 21 年６月 30 日 
（経過報告）準消費貸借契約における返済期限延長の交渉に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090630_001.pdf） 

平成 21 年７月７日 

（経過報告）準消費貸借契約における返済期限延長に伴う修正契約締結に関する

お知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090707_001.pdf） 

平成 21 年７月 21 日 
（経過報告）返済状況に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090721_001.pdf） 

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090723_001.pdf） 
平成 21 年７月 23 日 

当社子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20090723_002.pdf） 

第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091005_003.pdf） 

株主割当による新株式発行に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091005_002.pdf） 
平成 21 年 10 月５日 

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091005_001.pdf） 

平成 21 年 10 月 22 日 
第三者割当による新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091022_001.pdf） 

平成 21 年 11 月６日 
新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091106_001.pdf） 

平成 21 年 12 月 10 日 
臨時株主総会開催の中止に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091210_002.pdf） 

平成 21 年 12 月 29 日 
（経過報告）借入金の一部返済に関するお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091229_001.pdf） 

平成 22 年１月８日 
株主割当増資に係る発行新株式数確定のお知らせ 

 （http://www.hd.emcom.jp/pdf/20100108_001.pdf） 

 

４．社債権者による本件新株予約権付社債の繰上償還請求以降の当社の資金調達実績並びに返済状況 

資金調達方法 資金調達額 返済実行日 返済額 債務残高（元本）

- - - - 5,000 百万円

自己資金 

（グループ会社からの借入含む）
667 百万円 

平成 21 年５月 28 日

平成 21 年５月 29 日

667 百万円 

※１ 
4,333 百万円

自己資金 

（グループ会社からの借入含む）
200 百万円 平成 21 年 12 月 29 日 200 百万円 4,133 百万円

株主割当増資 

（発行総額） 
205 百万円 － 

返済方法協議中 

※２ 
4,133 百万円

合 計 1,072 百万円 - 867 百万円 4,133 百万円

     ※１ 本件新株予約権付社債の一部繰上償還 

     ※２ 株主割当増資に係る発行諸費用等を除いた全額を借入債務の返済に充当する予定 
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Ⅱ．借入債務の延滞内容及び金額（平成 22 年１月 26 日現在） 

１．借入債務（元本） 

4,133 百万円 

２．借入期間 

平成 21 年５月 29 日～平成 21 年７月 17 日(修正契約後期限) 

３．利率 

15％(年利) 

４．担保 

準消費貸借契約に基づく債務の履行を担保するため、当社が保有する子会社株式等の資産に対して、

担保権が設定されております。 

 

 

Ⅲ．今後の対応方法について 

 １．資金調達について 

当社では、前述のとおり、借入債務（本日現在の元本 4,133 百万円）について、返済原資の早期確保を目指し、

引き続きあらゆる方法（Ⅰ．２に記載の資金調達方法含む）の検討並びに交渉を継続しております。なかでも、子

会社株式や保有資産等の売却については、引き続き複数の候補先との交渉を行っております。 

なお、当社では株主の皆様にご判断いただくことが必要となる資金調達の方法を実行する場合には、株主総

会で株主の皆様への意思確認を行う等、適切に対応していく方針です。 

 

 ２．債権者との交渉について 

当社では資金調達と並行して、債権者との間では、延滞状況を解消すること、並びに、契約条件の見直し等を

目的として引き続き交渉の場を持っております。 

当社としましては、投資家の当社への投資意欲を高め、当社が多額の資金調達を実現し、早期かつ確実に借

入債務の返済を履行するためには、継続している延滞の状況を解消するとともに、担保に供している子会社株式

や保有資産の担保解除等、契約条件を見直すことにつき、債権者にご理解とご協力をいただくための交渉も引

き続き行っております。 

あわせて、借入債務の全額をカバーし得る資金調達が難しい状況にある中、当社グループの経営改革の成

果として事業から生み出されるキャッシュ・フローによる長期分割返済についても債権者からご理解とご協力が得

られるよう引き続き交渉を行っております。 

当社では、債権者との間では引き続き、互いの状況を最大限に考慮しながら協調して問題解決に向けた協議

を続けており、借入債務の返済条件等変更に向けて引き続き粘り強く協議を続けてまいります。 

 

役職員一同、当社グループの喫緊の経営課題である借入債務の延滞問題を早期に解決するため、引き続き不

退転の決意を持って取り組んでまいります。 

株主の皆様をはじめ関係各位の皆様方には長らくご心配とご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご理解並び

に力強いご支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。 

 

以 上 

 


