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民事再生手続開始の申立て及び再建計画の提示並びに時価総額審査の開始に関するお知らせ 
 

 
当社は、本日平成22年5月14日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行なうことを決議し、

東京地方裁判所に対して申立てを行ない受理されました。また、同時に同裁判所により、保全処分（弁済禁止命令

等）及び監督命令が発令されましたので、下記の通りお知らせいたします。 

株主の皆様、お取引先の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることとなり、誠に申

し訳なく、深くお詫び申し上げます。 

今後、当社は、裁判所及び監督委員による指導監督のもと、上場を維持しながら、事業再建に全力を尽くして参

る所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
１． 申立ての理由 

当社は、首都圏を中心とした不動産開発を主要な事業として行っており、戸建て建て売りから、小規模マン

ション、中規模マンション、タワー型マンションへと業容を拡大してまいりました。平成 18 年 12 月にはジ

ャスダック市場への上場を果たし、平成 19 年 5 月期には、連結売上高 80,406 百万円、連結経常利益 9,331

百万円を計上するに至りました。 

しかし、平成20年の中盤から、少しずつ不動産市場の潮目も変わりつつあり、リーマンショックに象徴さ

れる様に、バブル崩壊の様相を呈する様になってまいりました。マンション市況においてもデフレ感が顕在化

し、概ね 20％程度の下落が見られました。地価については、高騰しつつあった建築費の負荷も受け、ピーク

時から40％の下落が発生しつつありました。 

こうした環境の中、当社では平成20年5月期には膨大な利益を確保していた資産活性化事業がデフレの影

響を受けて、業績に対して著しいダメージを与えることとなりました。また、これまで順調に推移していた不

動産開発事業の郊外大規模マンションの販売がデフレの影響から不振に陥りました。併せて、事業拡大を背景

とした本社移転や人員増加といったコスト負担の増加も収益を悪化させる要因となりました。 

その結果、平成22年5月期第3四半期末において、36,412百万円の債務超過となっており、棚卸資産（不

動産）、賃料債権、預金債権等の差押えを受けた結果、事業の継続が困難な状況となったことから、やむを得

ず、民事再生手続により、再建を図ることを決断いたしました。 
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２． 負債総額（申立日現在） 

55,447百万円 

 
３． 今後の見通し 

当社は、裁判所及び監督委員による監督指導のもと、株主の皆様や債権者の皆様をはじめとする関係者各位

のご協力を賜りながら、JASDAQ等における株券上場廃止基準の特例（以下「上場廃止基準」といいます。）

第2条第1項第(6)号の規定に従って、上場を維持しつつ、再建を図ってまいる所存です。 

本日付で開示しております『「株式会社プロパスト 再建計画」について』においてご説明させていただいて

おりますように、債権者の皆様には債務免除や債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ；DES）とい

った金融支援をお願いすることで債務超過を解消させる方針です。また、第三者割当増資による資金調達を実

施し、今後の運転資金を確保することで再建を図る方針です。 

今後の再建計画の進捗につきましては、進捗の都度、随時情報開示を行ってまいります。 

 
４． JASDAQ等における株券上場廃止基準の特例第4条第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無 

当社は、平成22年5月14日付で、上場廃止基準第4条第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請を

株式会社大阪証券取引所に行っております。詳細につきましては、本日付で開示しております『「株式会社プ

ロパスト 再建計画」について』をご参照下さい。 

 
５． 今後のリスク要因について 

（1） 当社は、本日付で開示しております『「株式会社プロパスト 再建計画」について』において、再建計画（以

下「本再建計画」といいます。）を公表しておりますが、本再建計画の公表日の翌日である平成 22 年 5

月15日から1ヶ月間の平均上場時価総額又は当該1ヶ月間の最終日の上場時価総額のいずれかが5億円

以上とならない場合には、上場廃止基準第 2 条第 1 項第(6)号に基づき、当社株式は上場廃止となる可能

性があります。 

（2） また、当社は、平成 21 年 5 月期より債務超過に陥っておりますので、上場廃止基準第 2 条第 1 項第(4)

号により、原則として平成22年5月末日までに債務超過を解消しなければ当社株式は上場廃止となりま

すが、当社は、同号但書に従い、民事再生手続を行うことにより当社が平成22年5月末日から1年以内

に債務超過を解消することを計画しております。当社が上場廃止基準第2条第1項第4号に定める再建計

画の公表を行い、株式会社大阪証券取引所が適当と認める場合には、債務超過の解消の期限が平成 23 年

5月末日に変更になり、この期限までに債務超過を解消できない場合には、当社株式は上場廃止となる可

能性があります。 

（3） さらに、今後、本再建計画の内容をなす債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ；DES）や第三者

割当増資等について当社の株主総会における承認が得られず、又は当社の民事再生手続における債権者集

会において本再建計画を基礎として作成され、債務免除等の内容を含む再生計画案が否決され、若しくは

当該再生計画についての裁判所の認可が得られない場合には、当社の債務超過が解消されず、上場廃止基

準第 2 条第 1 項第(4)号に基づき、当社株式は上場廃止となる可能性があります。なお、当社が本日開示

しております再建計画と今後認可を得る予定の民事再生手続における再生計画とは異なりますので、本再
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建計画の公表が、裁判所の再生計画に対する認可を保証するものではありません。 

（4） また、本再建計画は、関係者の意向や今後の交渉等の結果、計画通りに進捗しない可能性があります。さ

らに、本再建計画の内容をなす不動産売却や第三者割当増資等を想定どおりに行うことができず、民事再

生手続における再生計画の遂行が困難になる等の事情が生じた場合には、やむを得ず、他の法的手続に移

行する可能性があります。 

 
６． 民事再生手続及び株式会社大阪証券取引所による時価総額審査に係る日程（予定） 

民事再生手続及び株式会社大阪証券取引所による時価総額審査に係る日程の概略（予定）は、以下のとおり

です。なお、特に、民事再生手続に係る以下の日程につきましては、あくまで現時点における想定であり、東

京地方裁判所から民事再生手続開始決定を受けることが前提となるほか、実際の日程とは異なる可能性があり

ます。 

 
株式会社大阪証券取引所による上場廃止基準第2条第1項第（6）
号に基づく上場時価総額の審査 

平成22年5月15日（土曜日）から同年6月

14日（月曜日）まで 
民事再生手続開始決定 平成22年5月中旬又は下旬 
再生計画案の提出 平成22年７月上旬又は中旬 
定時株主総会 平成22年8月中旬又は下旬 
再生計画案の決議に係る債権者集会 平成22年8月下旬 
再生計画の認可決定 平成22年8月下旬 

 

 
（参考）申立ての概要及び当社の現況 

１． 申立ての概要 

（1） 申立日    平成22年5月14日 

（2） 申立裁判所  東京地方裁判所 

（3） 事件番号   平成22年（再）第62号 

（4） 事件名    民事再生手続開始申立事件 

（5） 申立代理人  東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル 

西村あさひ法律事務所 

弁護士 鈴木 学・森 浩志ほか 

（6） 監督委員   成和明哲法律事務所 

弁護士 土岐 敦司 

 
２． 当社の現況 

（1） 商号     株式会社プロパスト 

（2） 本店所在地  東京都渋谷区恵比寿一丁目30番1号 

（3） 役員の状況  代表取締役社長  津江 真行 

代表取締役副社長 斉藤 友子 

取締役      都倉 茂 

監査役      吉川 保雄 
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監査役      吉羽 要三 

監査役      井上 公康 

（4） 事業内容   不動産の売買、企画、管理等 

（5） 資本金の額  4,169,450,000円 

（6） 設立年月日  昭和62年12月18日 

（7） 株式の状況  発行する株式の状況  普通株式 

発行済株式数     346,925株 

（8） 株主の状況（平成21年11月30日現在） 

総株主数       8,878名 

大株主の状況     有限会社ツイン・ウッズ                7.20% 

森 ひとみ                       3.89% 

株式会社トータル・ライフ・クリエイト  2.67% 

斉藤 友子                1.08% 

松本 光伸                0.87% 

立花証券株式会社            0.83% 

飯村 鉄雄                0.72% 

マネックス証券株式会社         0.67% 

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン610  0.64% 

林 翔太                 0.57% 

（9） 従業員数  38名（平成22年2月28日現在） 

（10） 労働組合  なし 

（11） 負債総額  55,447百万円（申立日現在） 

（12） 最近3年間の連結経営成績及び財政状態 

                      （百万円） 
 平成19年 

5月期 
平成20年 

5月期 
平成21年 

5月期 
純資産 16,226 26,409 △1,706
総資産 142,493 177,282 81,711
1株当たり純資産（円） 49,743 74,843 △4,920
売上高 80,406 110,783 85,563
営業利益 13,424 22,595 △16,026
経常利益 9,331 17,338 △20,006
当期純利益 4,901 10,932 △26,596
1株当たり当期純利益（円） 17,228 32,166 △76,664

 
以上 
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