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第三者割当により発行される株式及び新株予約権(行使価額固定型)の払込完了に関するお知らせ 

 

平成 22 年 3 月 11 日開催の取締役会にて決議いたしました、第三者割当により発行される新株式（以下

「本件株式」という）及び新株予約権（以下「本件新株予約権」という）の発行につきまして、本日、払込

手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．募集の概要 

＜本件株式発行の概要＞ 

（1）株式の種類・数   普通株式 2,700 株  

（2）払込金額   １株につき 11,670 円 

（3）払込金額の総額       31,509,000 円 

（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 5,835 円（総額 15,754,500 円） 

             増加する資本準備金の額 

             １株につき 5,835 円（総額 15,754,500 円） 

（5）募集方法   第三者割当 

（6）申込期日   平成 22 年３月 31 日 

（7）払込期日   平成 22 年３月 31 日 

（8）割当先及び割当株数  TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED 2,700 株 

 

＜本件新株予約権発行の概要＞ 

（1） 新株予約権の名称  フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 

第６回新株予約権（第三者割当） 

（2） 払込金額の総額  866,400 円（新株予約権 1個あたり 72,200 円） 

（3） 割当日   平成 22 年３月 31 日 

（4） 払込期日   平成 22 年３月 31 日 

（5） 新株予約権の総数  12 個（本件新株予約権１個当り 100 株） 

（6） 当該発行による潜在株式数 1,200 株 

（7） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

      総額 14,004,000 円 

（本新株予約権１個当たり 1,167,000 円）とする。 

また、本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交

付する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額

（以下「行使価額」という。）は、11,670 円とする。ただし、

行使価額は発行要項第 10 項の定めるところに従い調整され
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るものとする。 

（8） 行使価額   11,670 円 

（9） 募集又は割当方法  第三者割当の方法によりマーチャント・バンカーズ株式会社 

     に全て割り当てる。 

（10） 本新株予約権の行使期間  平成 22 年４月１日から平成 25 年３月 31 日 

行使期間の開始日とは、当社が、その指定した銀行口座に本

新株予約権者からの払込金の入金を確認した日の翌営業日を

いう（当社が銀行口座への入金を確認しない限り、割当日以

降においても、本新株予約権者は本新株予約権を行使するこ

とは出来ない。） 

 

２.本件株式の発行による発行済株式数及び資本金の推移 

 （1）発行済株式総数の推移 

     発行前の発行済株式総数    42,969 株 

     増加する発行済株式数      2,700 株 

     発行後の発行済株式総数     45,669 株 

 （2）資本金の推移 

     発行前の資本金の額      1,961,311,943 円 

     増加する資本金の額      15,754,500 円 

      発行後の資本金の額   1,977,066,443 円 

 

３. 本件株式発行及び本件新株予約権行使後の大株主構成及び持株比率 

募 集 前 
(平成 21 年 12 月 31 日現在) 

募 集 後 
(本件新株式の第三者割当増資後) 

募 集 後 
(本件新株予約権が全て 

行使された場合) 

川分 陽二 6.6％ 川分 陽二 6.2％ 川分 陽二 6.1％

古川 令治 6.0％ 
TOTAL NETWORK  

HOLDINGS LIMITED 
5.9％

TOTAL NETWORK  

HOLDINGS LIMITED 
5.8％

賀川 正宣 4.2％ 古川 令治 5.6％ 古川 令治 5.5％

関西サービス株式会社 4.2％ 賀川 正宣 3.9％
マーチャント・バンカーズ

株式会社 
5.3％

藍澤證券株式会社 3.8％ 関西サービス株式会社 3.9％ 賀川 正宣 3.8％

藤原 洋 3.0％ 藍澤證券株式会社 3.5％ 関西サービス株式会社 3.8％

坂本 友群 3.0％ 藤原 洋 2.8％ 藍澤證券株式会社 3.5％

マーチャント・バンカーズ 

株式会社 
3.0％ 坂本 友群 2.8％ 藤原 洋 2.8％

有限会社ヤマカワ 2.9％ 
マーチャント・バンカーズ

株式会社 
2.8％ 坂本 友群 2.7％

金田 泰明 2.9％ 有限会社ヤマカワ 2.7％ 有限会社ヤマカワ 2.7％

（注）（1）募集前の大株主及び持株比率は、平成 21 年９月 30 日現在の株主名簿を基準に、平成 21 年 12 月

25 日に実施した第三者割当による新株式発行で増加する株式数を加味したものであります。ま

た、募集後の大株主及び持株比率は、募集前株主名簿を基準に、本件株式発行で増加する株式

数及び本件新株予約権が全て行使された場合のマーチャント・バンカーズ株式会社の取得株式数を

加味したものであります。なお、平成 21 年８月 20 日に当社役職員に割り当てられたストック

オプションとしての新株予約権については、平成 23 年８月 20 日までは権利行使できないこと

から考慮しておりません。 

 （2）持株比率は小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

以上 
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