
  

平成 22 年２月 23 日 

各      位 

会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 清川 達也

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役管理部長 上田 和利

電話 ０３―３２２２―１３４１

 
第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクィティ・スワップ）） 

に関するお知らせ 
 

当社は、平成 22 年２月 23 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）による新株式発行（第三者割当増資）を決議いたしましたのでそ

の概要につき下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．募集の概要 

(1) 募集株式の種類・数 普通株式 32,394 株 

(2) 発行価額（払込金額） １株につき金 1,929 円 

(3) 払込金額の総額 62,488,026 円 

現物出資（デット・エクィティ・スワップ）

の払込の方法をとるものとする。 

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

増加する資本金の額 １株につき 965 円 

（総額 31,260,210 円）

増加する資本準備金の額 １株につき 964 円

（総額 31,227,816 円）

(5) 募集又は割当方法 

（割当先） 

第三者割当の方法による 

（アイシス・パートナーズ株式会社） 

(6) 申込期日 平成 22 年３月 16 日（火） 

(7) 払込期日 平成 22 年３月 16 日（火） 

(8) 割当先及び割当株式数 アイシス・パートナーズ株式会社 普通株式

32,394 株 

(9) 現物出資財産の内容 関係会社短期貸付金債権 62,500,000 円 

（短期貸付金債権の内訳） 

平成 21 年６月 25 日付借入極度契約に基づく
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金 10,000,000 円 

平成 21年 12月 24日付借入極度契約に基づく

金 52,500,000 円 

(6) その他 割当先との間において、割当新株式について

の継続保有及び預託にする取り決めはありま

せんが、割当新株式を中長期的に保有するこ

とについて内諾を得ております。 

(注)アイシス・パートナーズ株式会社は、当社の親会社であります。 

 

２．募集の目的及び理由 

（1） 増資の理由 

当社は、大きく分けて「パッケージディストリビューション事業」、「デジタルデ

ィストリビューション事業」、「レーベル事業」の３つの事業を行っております。パ

ッケージディストリビューション事業については、音楽ＣＤ・ＤＶＤなどのパッケ

ージ商品をレコードメーカーより受託し、全国のＣＤショップに提供する事業を推

進しております。デジタルディストリビューション事業については、携帯電話向け

音楽配信サービス及び提携会社向けにデータを提供する事業を推進しております。

また、レーベル事業についてはインディーズ・アーティストの開発・育成を支援す

る事業を推進しております。 

当社の属する音楽業界の市場環境は厳しい状況で推移しております。とりわけ、

当社の主力商材であるインディーズ･マーケットにおいては大きなヒット作がない

状況が続き、かつ日本レコード協会資料においても音楽ＣＤ生産状況（平成 21 年１

月から平成21年 12月）が数量で210,059千枚（前年同期比13.0％減）、金額で245,971

百万円（前年同期比 15.6％減）と依然として市場環境は縮小傾向が続いております。 

一方、携帯電話向け音楽配信サービスは、ダウンロード数（平成 20 年 10 月から

平成 21 年９月）が 426,562 千回（前年同期比 2.1％減）、金額で 79,533 百万円（前

年同期比 2.8％増）となり市場環境は横ばい状態が続いており、インターネットダ

ウンロードについては、ダウンロード回数（平成 20 年 10 月から平成 21 年９月）が

45,848 千回（前年同期比 16.1％増）、金額で 9,896 百万円（前年同期比 19.2％増）

と拡大傾向にありますが、まだ、市場規模は小さい状況となっており、パッケージ

ディストリビューションの落ち込みを補うまでには至っていないのが現状です。 

このような環境の下、当社は、平成 18 年８月期、平成 19 年８月期、平成 20 年８

月期及び平成 21 年８月期と４期間連続して営業損失を計上し、財務体質の強化と事

業資金の確保を行う観点から、平成 21 年２月に、アイシス・パートナーズ株式会社

に対する社債の発行により 200 百万円の調達を行い、平成 21 年３月に、同社に対し

社債債務の株式化（デット・エクィティ・スワップ）による第三者割当増資を行い、

さらに安定的に事業資金を確保するため、事業資金の一時的な不足に対して、臨機

に調達するため、取締役会決議に基づき同社と極度借入契約を締結した上で借入を

実行し、早期の黒字化を目指してまいりました。アイシス・パートナーズ株式会社
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からの借入金は、今回の現物出資の対象となるものを含めて、平成 21 年４月から平

成 21 年 12 月までに 150 百万円であり、仕入債務決済資金、事務所移転関係費用及

び商標権譲受費用として使用しております。 

しかしながら、当社は、平成 22 年８月期第１四半期においても、売上高の減少が

著しく、営業損失 40 百万円及び四半期純損失 57 百万円を計上し、営業キャッシュ

フローも 144 百万円のマイナスとなったことから、引き続き継続企業の前提に関す

る重要な疑義が生じております。このため、第２四半期の業績如何では、債務超過

に陥るおそれがあり、株価も低い水準でとどまっており時価総額が３億円を下回っ

て推移していることからジャスダック証券取引所における猶予期間入り銘柄となっ

ております、このような状況が継続すると、当社は、上場の維持にも支障をきたす

状況となります。このような状況を受けて、当社に対する与信も厳しさを増してお

り、一部の関係先からは取引を敬遠される等、事業の円滑な遂行を阻害しておりま

す。 

こうした状況を解消するため、パッケージ販売や音楽配信を強化し、関連事業の

実施により収益力を高めるなど、業績回復に努めていくことはもちろんであります

が、そのための前提条件として、自己資本を増大し時価総額を増強して株式上場を

維持し、信用力の向上を図り円滑な取引を継続することにより、安定した経営を行

い、それに伴い財務体質の強化と株価の回復を図るためには、増資を行うことが最

適であると判断いたしました。 

 

（2） 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）による資金調達を選択した理由 

当社は、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社より資金の借入を行い事

業資金の不足に対応してまいりましたが、当第１四半期において、四半期純損失を

計上したこと等により、純資産が 61 百万円となり、第２四半期の業績如何によって

は債務超過に陥る可能性があり、早期に資本増強を行う必要が生じております。資

金調達の方法としては、借入金による資金調達と株式等の発行による間接的な調達

とが考えられますが、現状では資金そのものよりも、資本増強による与信の回復と

時価総額の増強が主たる目的であることから、新たな借入による資金調達よりも株

式等の発行による増資を選択したものであります。このような状況で、新株式等の

発行方法について検討いたしましたが、新株予約権の発行については、資本増強の

効果が迅速に得られないこと、株式の希薄化が長期にわたって継続的に生ずること

から、既存株主の方の利益に必ずしもそぐわないことなどがデメリットとしてあげ

られました。また、通常の新株式の発行に比べ、現物出資（デット・エクイティ・

スワップ）では、借入金の金利負担を軽減する効果もあり、割当先の払込に要する

資金が予定通り調達できないリスクもないことから、これによる素早い資本増強を

行い、業績を確実に回復させることにより、株式の希薄化により毀損される株主利

益を補うことが最適であると判断いたしました。 
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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 

発行価額金 62,488,026 円は借入極度契約に基づく短期貸付金債権の現物出資（デ

ット・エクィティ・スワップ）によるものであり、資金の調達はありません。 

 

(2) 調達する資金の具体的な使途 

短期貸付金債権の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の方法によるため、

手取金はなく、普通株式払込金額 62,488,026 円の当社有利子負債が減少することと

なります。 

対象となっている短期借入金は、平成 21 年６月 25 日付借入極度契約に基づく

10,000 千円、平成 21 年 12 月 24 日付借入極度契約に基づく 52,500 千円の計 62,500

千円であります。 

これらの使途は、平成 21 年 10 月の仕入債務決済資金として 10,000 千円、平成

21 年 12 月に有限会社ヒューマン・デベロップメント・リポートから商標を譲受し

た際の代金として 52,500 千円であります。仕入決済資金については、売上高が減少

傾向にある中で、現預金に十分に余裕がなかったため、支払サイトの関係上売掛金

回収が少ない月に多額の買掛金の決済期が到来し資金不足となったことから借入に

より充当したものであります。商標の譲受につきましては、当該商標のキャラクタ

ーを活かしてキャラクター商品とそれに付随するテーマ曲のＣＤを発売する等当社

の事業とシナジーの見込める商品を取扱う企業とのコラボレーションを行う等有効

に活用していくために取得したものであります。 

 

（3）調達する資金の支出予定時期 

① 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の対象となる当社借入債務の詳細は

以下のとおりです。 

引受先 借入金の総額 現物出資額 備考（借入の条件等）

10,000 千円 

利率 年 3.5% 

返済期限 

平成 22 年６月 24 日 アイシス・パートナーズ

株式会社 

52,500 千円 

62,488千円
利率 年 3.5% 

返済期限 

平成 22 年 12 月 23 日 

（短期貸付金債権の内訳） 

ア）平成21年６月25日付借入極度契約に基づく金10,000,000円 

イ）平成21年12月24日付借入極度契約に基づく金52,500,000円 

※ ア及びイについて、当初平成 22 年６月 24 日及び平成 22 年 12 月 23 日の返済期

限を上記に繰上げ返済します。 
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② 調達資金の使途の内訳は以下のとおりです。 

 平成 21 年 10 月 平成 21 年 12 月 

仕入債務決済資金 10,000 千円  

商標譲受費用 52,500 千円 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

今般の第三者割当増資は、前述のとおり既に借入れて使用した資金の現物出資（デット・

エクィティ・スワップ）であります。借入れた資金の使途は、前述のとおり、平成 21 年

10 月の仕入債務決済資金として 10,000 千円、平成 21 年 12 月に有限会社ヒューマン・デ

ベロップメント・リポートから商標を譲受した際の代金として 52,500 千円であります。仕

入決済資金については、売上高が減少傾向にある中で、現状では現預金に十分に余裕があ

るわけではないため、支払サイトの関係上売掛金回収が少ない月に多額の買掛金の決済期

が到来し資金不足となった際に借入により充当したものであり、関係先との信頼関係を維

持し、継続的に取引を行っていくためには不可欠であったと考えております。商標の譲受

につきましては、当該商標のキャラクターを活かしてキャラクター商品とそれに付随する

テーマ曲のＣＤを発売する等当社の事業とシナジーの見込める商品を取扱う企業とのコラ

ボレーションを行うことにより、有効に活用できるものであり、音楽ＣＤの売上が厳しい

状況で推移する中で売上の向上を図る方策として合理的な判断であると考えております。 

また、現物出資の方法をとることによって、当社の財務体質を強化し、アイシス・パー

トナーズ株式会社及びミネルヴァ債権回収株式会社との連携をさらに深めることにより、

経営の安定化が図れるほか、借入金利息の支払削減効果を得ることにより、事業資金の確

保にもつながる等、債務超過リスクを回避し、自己資本の増強を図ることができるなど、

与信の回復や、それに伴う時価総額の増大、ひいては上場の維持にもつながるものであり、

企業価値及び株主価値の向上に資するものであることから考えており、合理的であると判

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 

本件第三者割当の払込金額は、当社の業績動向、今回発行される株式数、昨今の

株式市場の動向等を踏まえ、本件第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日か

ら１か月遡った期間の株式会社ジャスダック証券取引所における当社株式の終値の

平均 1,835 円 75 銭を参考に 1,929 円（プレミアム率 5.07％）といたしました（な

お、当該払込金額は、取締役会決議日の直前営業日（平成 22 年２月 22 日）の終値

1,725 円に対して 11.8％のプレミアムとなります。）。 

取締役会決議日の直前営業日の終値 1,725 円を参考とせず、直近１か月間の株価

終値の平均値を参考値として発行価額を算定いたしましたのは、第１四半期決算発

表後１週間経過後からの株価を参考とすることで、決算発表が株価に与える影響を

排除することが適当であること、当社の株価が最近１か月間で、安値 1,623 円から

高値 1,990 円までの上下幅で推移しており、上下の変動幅がそれほど大きくないと
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はいえ、取締役会決議日の直前営業日に大幅な変動があり得ることも考慮し、この

範囲内で平準化された値を参考にすることが、ボラティリティの影響を極力排除で

き、算定根拠として客観性が高いと判断したためであります。 

プレミアム率については、これまで当社がアイシス・パートナーズ株式会社に支

払ってきた借入金の金利負担分や今回の増資による株式の希薄化により株主の方々

に与える影響に鑑み、直近１か月の平均株価を上回る額で設定することとしたもの

であり、当社の置かれた事業環境や業績等を勘案し、また、過去の事例及び増資の

規模に照らして割当先サイドとの交渉の結果、有利発行とならないよう留意し、さ

らに当社の財務状況も考慮して決定しており、発行価額は合理的であると判断して

おります。 

なお、前述の当社の取締役会決議において当社の取締役である小野間史敏は割当

先の代表取締役を、早間央は割当先の取締役を兼任しており、また当社監査役であ

る森木陽一は、割当先の使用人を兼任しております。利益相反回避の観点から、兼

任する取締役（２名）及び監査役（１名）は、当該決議に関する議案の審議及び決

議には特別利害関係人として参加しておらず、その他当社内部における本第三者割

当増資の検討にも一切参加しておりません。 

 

（2）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）での第三者割当による新株式

の発行規模は、増資前の株式数の約 24.90％（議決権数の約 24.99％）となり、一定

程度の株式の希薄化が生じることとなります。しかしながら、本件第三者割当増資

は、株式の希薄化の影響を最小限にとどめるため、アイシス・パートナーズ株式会

社からの借入金全額ではなく、一部のみを対象に実施するものであり、短期借入金

の弁済により流動負債を減少させるとともに資本増強することにより債務超過のリ

スクを回避し、また、自己資本の強化を図り、時価総額を増大させることにより、

関係先からの与信を回復し、円滑な取引を継続していくことを主な目的としており、

それに伴い、自己資本の強化を図り、時価総額を回復する効果も見込まれます。こ

のことは、当社の業績の回復を通じて企業価値及び株主価値の向上に資するものと

見込まれることから、希薄化による株主価値の毀損を十分に補いうるものであると

考えております。それに伴い当社は、現在３億円を下回って推移している時価総額

を回復することにより、当社が今後上場を維持していく上でも重要な役割を果すも

のであることから、今回の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断

しております。 
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６．割当先の選定理由等 

（1）割当先の概要 

(1)名称 アイシス・パートナーズ株式会社 

(2)所在地 東京都千代田区麹町三丁目５番 19 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小野間 史敏 

(4)事業内容 事業再生対象企業の各種株式の取得、増資・社債等の引

受を行う業務 

(5)資本金 10 百万円 

(6)設立年月日 平成 19 年５月 28 日 

(7)発行済株式数 1,000 株 

(8)決算期 ２月末日 

(9)従業員数 ０人 

(10)主要取引先 ミネルヴァ債権回収株式会社 

(11)主要取引銀行 該当事項はありません。 

(12)大株主及び持株比率 ミネルヴァ債権回収株式会社        100.0％ 

(13)当事会社間の関係 

資本関係 アイシス・パートナーズ株式会社は、当社株式の 48.18％

を保有しております。 

人的関係 アイシス・パートナーズ株式会社及びミネルヴァ債権回

収株式会社の代表取締役社長である小野間史敏は、当社

の取締役を兼任しております。 

ミネルヴァ債権回収株式会社の社外取締役である早間

央は、当社の取締役を兼任しております。 

ミネルヴァ債権回収株式会社の従業員である森木陽一

は当社の監査役を兼任しております。 

取引関係 当社は、アイシス・パートナーズ株式会社から、短期借

入金 150,500 千円の借入があります。 

当社は、ミネルヴァ債権回収株式会社と経営指導に関す

るコンサルティング契約を締結しております。 

 

関連当事者への 

該当状況 

アイシス・パートナーズ株式会社及びミネルヴァ債権回

収株式会社は、直接又は間接に当社の株式の 48.18%を保

有しておりますが、人的関係、資金関係等から当社の親

会社に該当します。 

(14)最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成 19 年２月期 平成 20 年２月期 平成 21 年２月期

純資産 － 9,301 千円 8,016 千円

総資産 － 9,359 千円 208,109 千円

１株あたり純資産 － 9,301 円 8,016 円
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売上高 － ０円 ０円

営業利益 － △650 千円 △1,305 千円

経常利益 － △637 千円 △1,282 千円

当期純利益 － △698 千円 △1,285 千円

１株あたり当期純利益 － 698 円 △1,285 円

１株あたり配当金 － － － 

（注）１． 当事会社間の関係の欄は、平成 22 年２月 23 日現在（ただし、「最近３年

間の経営成績及び財政状態」については平成 21 年２月 28 日現在）のもので

あります。 

２．アイシスパートナーズ株式会社の設立は平成 19 年５月のため、平成 19 年

２月期の経営成績はありません。 

（2）割当先を選定した理由 

当社は、平成 21 年３月５日付「第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・

エクィティ・スワップ））および主要株主である筆頭株主並びに親会社の異動に関す

るお知らせ」でお知らせしたとおり、平成 21 年３月 23 日に、アイシス・パートナ

ーズ株式会社に対して第三者割当増資による新株式の割当を行っております。 

これにより、アイシス・パートナーズ株式会社及び同社の親会社であるミネルヴ

ァ債権回収株式会社が当社の親会社となり、当社は親会社２社との連携を強化し、

資金援助及び経営指導を受けてまいりました。しかしながら、音楽ＣＤ市場の低迷

により、平成 21 年８月期、平成 22 年８月期第１四半期と当期純損失（四半期純損

失）を計上し、純資産が 61 百万円となり、第２四半期の業績如何によっては債務超

過に陥る可能性があること、株価の低迷により時価総額が低水準で推移しているこ

とから、早急に債務超過のリスクを回避し、早期に自己資本の増強を図る必要が生

じております。割当先については、当社が、アイシス・パートナーズ株式会社及び

ミネルヴァ債権回収株式会社から経営、資本の両面から強力にバックアップを受け

ていることから、同社らと新たな大株主との調整に時間を要するリスクをとるより

も、同社との連携を強化し、引き続き親会社として両社の協力を得ていくことが意

思決定の迅速化にもつながり、多くの株主の方々の利益にも合致すると考えられる

ことから、アイシス・パートナーズ株式会社より借入れた短期借入金を弁済しつつ、

自己資本の増強を図る効率的な方法として、同社を割当先とすることとしたもので

あります。 

 

（3）割当先の保有方針 

新株式の割当先であるアイシス・パートナーズ株式会社は当該新株式を中長期保

有目的で保有することの内諾を得ております。 

また、払込期日（平成 22 年３月 16 日）より２年間において当該新株式の全部又

は一部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、

譲渡日、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの確約を受けて

おります。 
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（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 

現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の方法によるため、該当事項はあり

ません。 

 

（5）その他重要な契約等 

当社は、割当先及び当社の関係者間で本件新株式発行に関する契約及び株券消費

貸借契約等を締結しておりません。また、その他の重要な契約もありません。 

 

７．募集後の大株主および持株比率 

募集前（平成 21 年１月４日現在） 募集後 

アイシス・パートナーズ株式会社 

坂田 修 

安田 武志 

木村 裕治 

ﾏｯｼｭｱｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ合同会社 

ﾃｨｰｴｽｼﾞｪｲﾐｭｰｼﾞｯｸ合同会社 

株式会社ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

佐々木 哲男 

株式会社バルビゾン 

スイング投資事業有限責任組合 

48.18％

15.38％

4.68％

2.09％

1.76％

1.11％

1.11％

1.06％

0.91％

0.71％

アイシス・パートナーズ株式会社 

坂田 修 

安田 武志 

木村 裕治 

ﾏｯｼｭｱｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ合同会社 

ﾃｨｰｴｽｼﾞｪｲﾐｭｰｼﾞｯｸ合同会社 

株式会社ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

佐々木 哲男 

株式会社バルビゾン 

スイング投資事業有限責任組合 

58.51％

12.31％

3.75％

1.68％

1.41％

0.89％

0.89％

0.85％

0.73％

0.57％

（注）募集前の数値は、平成 21 年８月 31 日現在の株式名簿及び直近の大量保有報告書を

基準として作成しております。 

 

８．業績への影響の見通し 

今回の現物出資（デット・エクィティ・スワップ）での第三者割当増資により、短期借

入金の一部繰上返済を行うこととしており、支払利息の軽減等が見込まれます。また、当

該借入によって調達した資金は既に全額仕入債務の決済資金等として充当しており、損益

に与える影響は軽微と考えておりますが、借入金の減少、自己資本の充実を図ることによ

って経営基盤の安定が図られ、与信の回復の効果が得られるものと考えており、それに伴

う時価総額の回復についても視野に入れております。したがって、業績回復のための各種

施策の遂行が一層確実なものとなるものと考えており、業績予想については、平成 21 年

10 月 26 日発表の「平成 21 年８月期決算短信」において開示した内容から修正はありませ

ん。 

 

９．企業行動規範上の手続き 

本件第三者割当による希薄化率は 25％未満であるため、特段の手続きは要しないものと

理解しております。 
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10．最近３年間の業績およびエクイティ・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 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期

売上高 4,111,862 3,891,695 2,590,845

営業損失（△） △1,003,736 △356,776 △176,368

経常損失（△） △1,005,250 △365,162 △191,771

当期純損失（△） △1,769,547 △264,732 △261,664

１株当たり当期 

純損失（△）（円） 
△50,423.09 △5,388.24 △2,762.51

１株当たり配当金

（円） 
－ － － 

１株当たり純資産

（円） 

3,970.71 2,699.58 916.62

 

（2）現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況 

種類 株式数 発行済株式数に 

対する比率 

発行済株式数 130,079 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 
107 株 0.1％

下限値の転換価額（行使価額）におけ

る潜在株式数の総数 
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額）におけ

る潜在株式数の総数 
－株 －％

 

（3）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

  平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期

始 値 79,200 円 15,050 円 11,000 円

高 値 113,000 円 17,650 円 12,000 円

安 値 13,560 円 6.170 円 1,730 円

終 値 14,850 円 11,500 円 3,550 円

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 平成 21 年 

９月 

10 月 11 月 12 月 平成 22 年 

１月 

２月 

(22 日まで)

始 値 3,550 円 2,670 円 2,270 円 1,677 円 1,760 円 1,900 円

高 値 3,550 円 2,820 円 2,390 円 1,988 円 2,250 円 1,965 円

安 値 2,010 円 2,090 円 1,700 円 1,605 円 1,647 円 1,623 円

終 値 2,670 円 2,350 円 1,700 円 1,750 円 1,969 円 1,725 円
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③ 発行決議日の前日における株価 

始 値 1,760 円 

高 値 1,760 円 

安 値 1,725 円 

終 値 1,725 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６月 13 日 

調達資金の額 297,680,000 円（発行価額 29,768 円） 

募集時における発行済株式数 33,403 株 

当該増資による発行株式数 10,000 株 

当初の資金使途 運転資金及び設備資金 

支出予定時期 平成 19 年６月～平成 20 年１月 

現時点における充当状況 当初の目的に従い充当済であります。 

割当先 木村 裕治 

 

・第三者割当による新株式発行 

発行期日 平成 20 年５月 29 日 

調達資金の額 288,000,000 円（発行価格：12,000 円）

募集時における発行済株式数 43,403 株 

当該増資による発行株式数 24,000 株 

募集後における発行済株式数 67,403 株 

割当先 マッシュアップ･パートナーズ合同会社

20,000 株 

ティーエスジェイミュージック合同会

社 3,000 株 

ス イ ン グ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

1,000 株 

現時点における充当状況 現物出資（デット・エクィティ・スワッ

プ）により充当 

 
・第三者割当による新株式発行 

発行期日 平成 21 年３月 23 日 

調達資金の額 199,999,116 円（発行価格：3,191 円）

募集時における発行済株式数 67,403 株 

当該増資による発行株式数 62,676 株 

募集後における発行済株式数 130,079 株 

割当先 アイシス・パートナーズ株式会社 

現時点における充当状況 現物出資（デット・エクィティ・スワッ

プ）により充当 

 

 以上 


