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平成22年１月29日 

各 位 

会 社 名  ＴＲＮコーポレーション株式会社 

代表者名  代表取締役社長松崎 裕治 

（コード：3351、名証セントレックス市場） 

問合せ先  取締役経営企画部長小島 正也 

（TEL．03－5774－0251） 

 

 

 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成22年１月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される株式の

募集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．募集の概要 

（１） 発行期日 平成22年２月16日 

（２） 発行新株式数 普通株式  42,000株 

（３） 発行価額 １株につき 20,500円 

（４） 調達資金の額 861,000,000円 

（５） 募集又は割当て方法 

（割当先） 

第三者割当による 

（株式会社ハークスレイ 42,000株） 

（６） その他 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件

とする。 

 

 

２．募集の目的及び理由 

平成 20年秋以降わが国の経済は、金融資本市場の混乱を発端とした世界的な金融不安及び株式市場の低

迷、企業収益の急激な減少、景気の大幅な減速と雇用情勢の急速な悪化により、消費者の生活防衛姿勢がま

すます強まり、個人消費が低迷し、非常に厳しい状況で推移しております。飲食業界においても個人消費低

迷の影響を受け、低価格化が進む中で価格改定に伴う各種原材料価格等のコスト増加を販売価格に転嫁でき

ず、依然として極めて厳しい市場環境となっております。 

このような中にあって、当社グループは、飲食店舗を中心に店舗物件の取得から店舗経営のコンサルティ

ングなど、出店から退店までの総合支援を行っております。また、当連結会計年度より「選択と集中・原点

回帰」を基本方針として掲げ、業務委託店舗数約 600店舗という経営資源を誇る主力事業「店舗運営事業」

を核とした事業戦略を展開すると同時に、不採算取引先との取引見直し、粗利率の改善、労務費・人件費の

削減などを中心とした大規模な経営改善プロジェクトを推進してまいりました。特に、業務委託店舗数につ

いては、今後1,000店舗体制に向けて店舗数を年間70店から100店ずつ増やしていく方針であります。 

このように経営体制を改善してきた中、当社は、かかる経営改善プロジェクトを今後より一層進捗させる

ため、業務委託店舗の新規出店数を拡大し、中核事業である店舗運営事業に経営資源を集中しこれを強化す

ることにより、当社の収益構造の改善を図ることが喫緊の課題であると考えております。また、厳しい市場

環境の下、より一層安定した事業運営を行うために、自己資本を充実させ、財務の健全性の強化を図ること

が重要であると認識しております。 

一方で、割当予定先である株式会社ハークスレイ（以下「ハークスレイ」といいます。）は、「ほっかほっ
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か亭」店舗をフランチャイズチェーンシステム及び直営店舗により展開する持ち帰り弁当事業を柱とする企

業であります。ハークスレイグループと当社は、①関西を中心とした商圏の拡大、②物件情報の共有、③食

材・資材の共同購入によるコスト削減、④優良な投資先の紹介、⑤店舗設備や什器の販売、⑥営業地域の相

互補完等の面においてシナジー効果を実現し、かつ、ハークスレイを当社の大株主として両社の協力関係を

構築してまいりました。 

このような背景の下、事業運営の改善及び一定規模の財務健全性の強化が必要と考えている当社と、より

一層の協力関係の拡大を目指すハークスレイの考えが一致し、ハークスレイを引受先とする第三者割当増資

（以下「本件第三者割当」といいます。）を行うことを決定するに至りました。 

以上のとおり、当社は、業務委託店舗の出店数拡大により中核事業である店舗運営事業の強化を図ること

に加え、より一層安定した事業運営のために、増資により自己資本を充実し、財務の健全性の強化を図るこ

とを目的として本件第三者割当を実施いたします。 

当社は、今回の資金調達にあたり、その他の選択肢も検討いたしましたが、昨今の金融情勢、資本市場の

状況や資金調達の多くを有利子負債に依存し財務健全性の強化が必須である当社の現況を勘案しますと、安

定的かつ機動的な資金調達方法である第三者割当による新株発行が相当であると判断しました。また、当社

の現況及び事業戦略を十分に理解していただいているハークスレイが引受先となることで、同社との関係を

より強化・深化させ、同社とのシナジー効果を追及していくことが、当社としての最善策であると考えてお

ります。 

本件第三者割当により、当社株式の希釈化が生じますが、収益性の向上、自己資本の充実及び財務健全性

の強化による企業価値及び株主価値の向上を遂行するためには、当社にとって、本件第三者割当が不可欠か

つ最良の方法であり、結果として既存株主の皆様の利益向上にも資するものと判断しております。 
 

 

 

３．調達する資金の額、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） 

    払込金額の総額 861,000,000円 

    発行諸費用の概算額 5,000,000円 

    差引手取概算額  856,000,000円 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本件第三者割当による資金の使途は、全額を業務委託店舗の新規出店への資金に充当する予定であります。 

また、支出時期までの資金管理につきましては、当社普通預金口座で管理する予定であります。 

 

具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期 

業務委託店舗の新規出店への資金 約856 平成22年３月～ 

 平成23年２月 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社の主力事業である店舗運営事業では、店舗廃業希望者から店舗を仕入れ、既存店舗を活かせる業態 

に再生し、開業希望者に店舗運営を委託することを基本的なスキームとしております。 

現在の業務委託店舗数は600店舗を超える規模になっており、今後、当社は、1,000店舗体制に向けて店舗

数を年間70店から100店ずつ増やしていく方針であります。そこで本件第三者割当による調達資金を業務委託

店舗の新規出店への資金に充当し、1,000店舗体制の実現を早期に図りたいと考えております。かかる店舗運

営事業に対する積極的な投資により、当社の売上高及び利益率の向上が図れるものと判断しております。 

以上より、将来における当社の業績並びに企業価値及び株主価値の向上につながると見込まれるため、 

当社は、当該資金使途には合理性があるものと判断しております。 

 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

発行価額につきましては、割当予定先との協議の結果、本件第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業

日である平成22年１月28日の株式会社名古屋証券取引所セントレックスにおける当社株式の終値20,500円と

いたしました。 

なお、当該直前営業日までの１ヶ月間の終値平均（約22,065円）に対するディスカウント率は約7.09％、

当該直前営業日までの３ヶ月間の終値平均（約22,556円）に対するディスカウント率は約9.12％、当該直前

営業日までの６ヶ月間の終値平均（約28,078円）に対するディスカウント率は約26.99％となっております。 

取締役会決議日の前日終値を採用いたしましたのは、当社の株価は長期にわたり下落基調にあり、長期の

終値平均を基準とした場合には、現在の当社の株価水準との乖離が大きく、当社株式の価値が公正に反映さ

れない可能性があると判断したこと、また、平成22年１月14日の平成22年２月期第３四半期決算発表後に形

成された株価が、直近の市場価格として、当社株式の価値をより公正に反映していると判断したことによる

ものであり、最終的には、当社の業績動向、昨今の株式市場の動向、当社の株価動向、本件第三者割当によ

り発行される株式数及び割当予定先の長期保有方針等を考慮しつつ、割当予定先との交渉の結果、前日終値

を発行価額とすることを決定いたしました。かかる発行価額につきましては、日本証券業協会の「第三者割

当増資等の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、当社は合理的な価額であると認識しております。

また、当社の全監査役（いずれも社外監査役）から発行価額が割当予定先に特に有利でない旨の意見を得

ております。 

なお、利益相反回避の観点から、割当予定先の取締役を兼務する当社取締役の松崎裕治氏及び青木達也氏

の２名は、当社取締役会の本件第三者割当に関する審議及び決議に参加しておらず、また、割当予定先の監

査役を兼務する当社監査役の森田昌作氏は、当社取締役会の本件第三者割当に関する審議に参加しておりま

せん。 

 

（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 

本件第三者割当による新株式の発行数は 42,000 株（議決権数 42,000 個）であり、現在の当社の発行済株

式総数 74,495 株（総議決権数 73,293 個）に対して 56.37％の割合（議決権における割合 57.30％）で希釈

化が生じます。 

しかしながら、昨今の当社を取り巻く厳しい事業環境の下で、速やかに、かつ確実な資金調達方法により

自己資本を充実させ、財務健全性の強化を図った上で、当社主力事業である店舗運営事業における業務委託

店の新規出店資金を確保することは、当社にとって不可欠と考えております。また、当社は、業務委託店舗
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の新規出店のため投資を実行し、収益性の向上を図ることに加え、本件第三者割当によりハークスレイとの

一定規模の資本関係を構築し、協力関係を強化・深化させ、両社のシナジー効果を追及することが、当社の

企業価値及び株主価値の向上につながるものと考えております。さらには、自己資本の充実、財務健全性の

強化により、安定的な事業運営及び資金調達の柔軟性の向上、並びに安定的な金融機関との取引継続を目指

すためには、本件第三者割当は、当社にとって必要不可欠と考えられます。 

以上の理由より、当社の企業価値及び株主価値の向上に寄与するものと見込まれることから、本件第三者

割当の募集規模は、合理的であると考えております。 

 

 

 

 

６．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

（１） 名称  株式会社ハークスレイ 

（２） 所在地 大阪市北区鶴野町３番10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長  青木 達也 

（４） 事業内容 持ち帰り弁当事業 

（５） 資本金 4,036百万円 

（６） 設立年月日 昭和55年３月18日 

（７） 発行済株式数 11,025,032株 

（８） 決算期 ３月 

（９） 従業員数 822人（連結） 

（10） 主要取引先 中央化学株式会社、 日本ハム株式会社、 株式会社ニチレイ、小淺商事株

式会社、株式会社菱食 

（11） 主要取引銀行 株式会社 りそな銀行 

株式会社 三井住友銀行 

株式会社 三菱東京UFJ銀行 

株式会社 みずほ銀行 

株式会社 新生銀行 

（12） 大株主及び持株比率 

（平成21年9月30日現在） 
㈱ライラック                                   27.89% 

青木 達也                                     11.50% 

㈱ハークスレイ                           9.37% 

 ㈱こやの                                        7.20% 

 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）    2.21% 

 ㈱にっぱん                                      1.90% 

   日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）        1.45% 
   メロンバンクトリーティークライアンツオムニバス  1.41% 
  （常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行） 

  古川 武志                                      1.15% 

 ㈱東洋精米機製作所                              1.07% 

    
（13） 当事会社間の関係 

資本関係 割当予定先は当社の普通株式38,690株（51.93％）を保有しております。 

人的関係 当社の取締役６名のうち松崎裕治氏及び青木達也氏の２名は、割当予定先

の取締役を兼務しており、当社の監査役３名のうち森田昌作氏は、割当予

定先の監査役を兼務しております。 
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取引関係 当社と割当予定先との間には、記載すべき取引関係はありません。 

関連当事者への該当状況 割当予定先は、当社の親会社に該当しております。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

連結純資産 22,517 18,873 20,520

連結総資産 31,672 30,179 52,501

１株当たり連結純資産(円) 2,146.04 1,807.19 1,553.92

連結売上高 24,393 24,770 57,179

連結営業利益 1,811 1,485 △31

連結経常利益 2,582 1,331 10

連結当期純利益 1,049 △2,946 △2,355

１株当たり連結当期純利益(円) 100.81 △288.93 △235.13

１株当たり配当金(円) 40.00 40.00 40.00

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※ なお、割当予定先は株式会社東京証券取引所市場第一部に上場しており、暴力団等とは一切関係がない

と判断しております。また、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おります。 

 

 

（２）割当先を選定した理由 

ハークスレイは当社の大株主でありますが、本件第三者割当により資本関係の強化と、同社との事業面で

の関係の両方をより一層深めて行きたいと考えております。今後、同社とは人的な協力関係を深め、経営管

理体制の強化を図ってまいります。 

このように、ハークスレイと当社の従来からの資本及び事業の両面での協力関係を更に発展させることが、

当社の収益性の向上及び財務体質の強化、ひいては企業価値及び株主価値の向上に資すると判断したことか

ら、当社は、ハークスレイを新株式発行の割当予定先といたしました。 

なお、本件第三者割当は、日本証券業協会の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。 

 

（３）割当先の保有方針 

割当予定先であるハークスレイは、当社株式を長期間保有する方針であります。 

なお、当社は、払込期日から２年間において、ハークスレイが割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合

には、譲渡を受けた者の氏名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

告に基づく報告を株式会社名古屋証券取引所に行うこと、及び当該報告の内容が公衆の縦覧に供されること

に同意することにつき、ハークスレイから確約書を得る予定であります。 

 

 

（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 

ハークスレイが近畿財務局長へ提出した直近の有価証券報告書及び四半期報告書に記載の売上高、総資産

額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本件第三者割当の払込みについて問題のないことを確認

しております。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成21年８月31日現在） 募 集 後 

株式会社ハークスレイ              51.93％ 株式会社ハークスレイ         69.26％ 

澤田ホールディングス株式会社       2.77％ 澤田ホールディングス株式会社             1.77％ 

青木 達也                         2.25％ 青木 達也                               1.44％ 

TRNコーポレーション株式会社    1.61％ TRNコーポレーション株式会社           1.03％ 

原田 達             1.35％ 原田 達                  0.86％ 

穐田 誉輝            1.29％ 穐田 誉輝               0.83％ 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 

             1.21％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 

                        0.77％ 

佐藤 友一            0.99％ 佐藤 友一               0.63％ 

高田 貴富            0.83％ 高田 貴富               0.53％ 

カブドットコム証券株式会社         0.71％ カブドットコム証券株式会社               0.45％ 

 

 

８．今後の見通し 

  本件第三者割当による平成22年２月期の業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

９．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、希釈化率が 25％を超えるものであることから、株式会社名古屋証券取引所の定める上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 34 条、同取扱い 17 に定める独立第三者からの

意見入手を行いました。具体的には、割当予定先の監査役を兼務する森田昌作氏を除く当社社外監査役２名

より、平成 22 年１月 29 日に、希釈化率、発行価額、割当予定先の選定、資金使途、資金調達の方法などを

総合的に勘案した結果、本件第三者割当の必要性と相当性が認められるとの意見を入手しております。なお、

上記社外監査役２名は、本件第三者割当に係る取締役会決議に参加し、賛成する旨の見解を述べております。 

 

10.支配株主との取引等に関する事項 

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示して

いる「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」に関する本取引における

適合状況は、以下のとおりです。 

取引の内容及び公正性を平成22年１月29日開催の当社の取締役会において審議の上、取締役会決議を 

もって、第三者と取引を行なう場合と同様の水準に決定しております。 

 

なお、当社が開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際にお

ける少数株主の保護の方針に関する指針」は以下のとおりです。 

当社と支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を 

基本方針とし、その取引金額の多寡に関らず、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会にお 

いて審議の上、決定いたします。 
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11．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） 

 平成19年２期 平成20年２月期 平成21年２月期 

連結売上高 19,904百万円 30,440百万円 34,444百万円

連結営業利益 2,087百万円 402百万円 △164百万円

連結経常利益 1,922百万円 231百万円 △503百万円

連結当期純利益 1,141百万円 △419百万円 △2,191百万円

１株当たり連結当期純利益 16,067.85円 △5,719.70円 △29,902.68円

１株当たり配当金 ―円 2,000円 ―円

１株当たり連結純資産 156,967.23円 149,342.90円 124,842.59円

 

 

（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22年１月29日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 74,495株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 

第５回新株予約権 

 行使価格 312,480円

潜在株式数  220株

 

0.29％ 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 

 

第６回新株予約権 

 行使価格 290,640円

潜在株式数  553株

 

0.74％ 

 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 

 

第７回新株予約権 

 行使価格 338,100円

潜在株式数   8株 

 

0.01％ 

 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 

始  値 262,000円 228,000円 75,000円

高  値 367,000円 296,000円 86,700円

安  値 196,000円 61,000円 11,600円

終  値 225,000円 77,000円 19,600円

 

② 最近６か月間の状況 

 
平成21年 

８月 

平成21年 

９月 

平成21年 

10月 

平成21年 

11月 

平成21年 

12月 

平成22年 

１月 

始  値 36,950円 36,000円 31,100円 26,900円 22,400円 22,600円

高  値 38,900円 36,800円 35,000円 28,500円 24,010円 23,500円

安  値 34,100円 31,700円 26,200円 19,600円 18,500円 19,600円

終  値 37,200円 33,500円 28,830円 24,500円 21,400円 20,500円

＊なお、平成22年１月の終値は、平成22年１月28日現在のものです。 
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③ 発行決議日の直前日における株価 

 平成22年１月28日 

始  値 20,800円

高  値 20,800円

安  値 20,000円

終  値 20,500円

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

 

 

12．発行要項 

（１）発行新株式数                     普通株式          42,000株 

（２）発行価額                         １株につき        20,500円 

（３）発行価額の総額                            861,000,000円 

（４）資本組入額                                    １株につき       10,250円 

（５）資本組入額の総額                            430,500,000円 

（６）申込日                               平成22年２月16日(火) 

（７）払込期日                                 平成22年２月16日(火) 

（８）割当先及び割当株式数               ハークスレイ 42,000株 

（９）前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。 

 

 

 

 

 

以 上 


