
 

平成22年10月22日 

各  位 

東京都港区麻布十番一丁目10番10号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長 津江 真行 

（コード番号：3236） 

問い合わせ先 経営企画部長 矢野 義晃 

電話 03－6685－3100 

 

第三者割当による第1種優先株式の発行に係る割当先等の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年10月22日付の取締役会において、平成22年10月8日付の「第三者割当による新株式（第1

種優先株式）発行に関するお知らせ」において公表いたしました、第三者割当による第1種優先株式の発行（以下

「本第三者割当」といいます。）に関して、第1種優先株式の割当先、割当株式数並びに出資の目的となる財産の

内容及び価額を一部変更することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．  変更の経緯 

当社は、平成22年10月8日付の取締役会決議において、当社の民事再生手続における再生計画に従い、100

万円を超える再生債権を有する再生債権者を基準に、本第三者割当に関して第1種優先株式の割当先、割当株式

数並びに出資の目的となる財産の内容及び価額を決定しておりましたが、その割当先の1社である、みずほトラ

ストファイナンス株式会社より、同社が平成22年10月22日付で、その有する再生債権の全部をアイ・アール

債権回収株式会社に対して譲渡する旨の連絡を受けましたので、本日付の取締役会において、みずほトラストフ

ァイナンス株式会社を本第三者割当における割当先から除外するとともに、同社に対して割り当てる予定であっ

た割当株式数2,109株をアイ・アール債権回収株式会社に割り当てるため、本第三者割当における割当先、割当

株式数並びに出資の目的となる財産の内容及び価額の変更の決議をいたしました。 

なお、アイ・アール債権回収株式会社は、上記債権譲渡がなされる前から、当社の再生債権者であり、本第三

者割当における第1種優先株式の割当先（割当株式数2,316株）でありましたので、上記債権譲渡に伴う2,109

株の追加割当の結果、同社への割当株式数は4,425株となります。 

 

２．  変更内容 

変更箇所は下線で示しております。 

 

別紙1-2 

【変更前】 

割当先 株式数 出資の目的となる財産の内容及び価額

アビリオ債権回収株式会社 4,146株 再生債権金33,168,000円

株式会社京葉銀行 4,766株 再生債権金38,128,000円
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城北信用金庫 4,066株 再生債権金32,528,000円

アイ・アール債権回収株式会社 2,316株 再生債権金18,528,000円

株式会社千葉興業銀行 3,130株 再生債権金25,040,000円

東芝ファイナンス株式会社 6,032株 再生債権金48,256,000円

株式会社徳島銀行 3,441株 再生債権金27,528,000円

芙蓉総合リース株式会社 2,109株 再生債権金16,872,000円

株式会社武蔵野銀行 7,287株 再生債権金58,296,000円

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 1,295株 再生債権金10,360,000円

ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 4,344株 再生債権金34,752,000円

株式会社筑波銀行 2,030株 再生債権金16,240,000円

株式会社りそな銀行 7,967株 再生債権金63,736,000円

オリックス株式会社 14,456株 再生債権金115,648,000円

株式会社八千代銀行 2,070株 再生債権金16,560,000円

株式会社常陽銀行 4,192株 再生債権金33,536,000円

みずほトラストファイナンス株式会社 2,109株 再生債権金16,872,000円

株式会社昇建 6株 再生債権金48,000円

株式会社リクルート 730株 再生債権金5,840,000円

株式会社久米設計 555株 再生債権金4,440,000円

福三株式会社 133株 再生債権金1,064,000円

ガレリア・マーレ日本橋管理組合 30株 再生債権金240,000円

東京電力株式会社 2株 再生債権金16,000円

霞が関開発特定目的会社 20,841株 再生債権金166,728,000円

リベレステ株式会社 530株 再生債権金4,240,000円

株式会社Ｔｒｙ・Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 13株 再生債権金104,000円

高橋建工株式会社 82株 再生債権金656,000円

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 16,972株 再生債権金135,776,000円

日本抵当証券株式会社 15,695株 再生債権金125,560,000円

株式会社北都銀行 307株 再生債権金2,456,000円

興産信用金庫 10,038株 再生債権金80,304,000円

さわやか信用金庫 5,356株 再生債権金42,848,000円

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 1,941株 再生債権金15,528,000円

株式会社福井銀行 770株 再生債権金6,160,000円

株式会社三重銀行 2,471株 再生債権金19,768,000円

東京シティ信用金庫 18,010株 再生債権金144,080,000円

株式会社関西アーバン銀行 16,038株 再生債権金128,304,000円

株式会社中京銀行 307株 再生債権金2,456,000円

韓国産業銀行 東京支店 1,734株 再生債権金13,872,000円

株式会社横浜銀行 19,166株 再生債権金153,328,000円

株式会社池田泉州銀行 6,957株 再生債権金55,656,000円

株式会社北越銀行 783株 再生債権金6,264,000円

三菱ＵＦＪリース株式会社 5,507株 再生債権金44,056,000円

兆豐國際商業銀行股份有限公司 東京支店 624株 再生債権金4,992,000円

台湾銀行 東京支店 2,247株 再生債権金17,976,000円

株式会社みなと銀行 13,497株 再生債権金107,976,000円

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 16,590株 再生債権金132,720,000円

株式会社みずほ銀行 1,465株 再生債権金11,720,000円

みずほ信託銀行株式会社 17,694株 再生債権金141,552,000円

東京センチュリーリース株式会社 13,986株 再生債権金111,888,000円

株式会社東京スター銀行 15,997株 再生債権金127,976,000円
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株式会社西京銀行 954株 再生債権金7,632,000円

株式会社東日本銀行 12,895株 再生債権金103,160,000円

中央三井ファイナンスサービス株式会社 812株 再生債権金6,496,000円

西武信用金庫 7,730株 再生債権金61,840,000円

東京建物不動産販売株式会社 10,020株 再生債権金80,160,000円

西武建設株式会社 667株 再生債権金5,336,000円

大成建設株式会社 1,440株 再生債権金11,520,000円

株式会社ナカノフドー建設 2,139株 再生債権金17,112,000円

 

【変更後】 

割当先 株式数 出資の目的となる財産の内容及び価額

アビリオ債権回収株式会社 4,146株 再生債権金33,168,000円

株式会社京葉銀行 4,766株 再生債権金38,128,000円

城北信用金庫 4,066株 再生債権金32,528,000円

アイ・アール債権回収株式会社 4,425株 再生債権金35,400,000円

株式会社千葉興業銀行 3,130株 再生債権金25,040,000円

東芝ファイナンス株式会社 6,032株 再生債権金48,256,000円

株式会社徳島銀行 3,441株 再生債権金27,528,000円

芙蓉総合リース株式会社 2,109株 再生債権金16,872,000円

株式会社武蔵野銀行 7,287株 再生債権金58,296,000円

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 1,295株 再生債権金10,360,000円

ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 4,344株 再生債権金34,752,000円

株式会社筑波銀行 2,030株 再生債権金16,240,000円

株式会社りそな銀行 7,967株 再生債権金63,736,000円

オリックス株式会社 14,456株 再生債権金115,648,000円

株式会社八千代銀行 2,070株 再生債権金16,560,000円

株式会社常陽銀行 4,192株 再生債権金33,536,000円

株式会社昇建 6株 再生債権金48,000円

株式会社リクルート 730株 再生債権金5,840,000円

株式会社久米設計 555株 再生債権金4,440,000円

福三株式会社 133株 再生債権金1,064,000円

ガレリア・マーレ日本橋管理組合 30株 再生債権金240,000円

東京電力株式会社 2株 再生債権金16,000円

霞が関開発特定目的会社 20,841株 再生債権金166,728,000円

リベレステ株式会社 530株 再生債権金4,240,000円

株式会社Ｔｒｙ・Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 13株 再生債権金104,000円

高橋建工株式会社 82株 再生債権金656,000円

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 16,972株 再生債権金135,776,000円

日本抵当証券株式会社 15,695株 再生債権金125,560,000円

株式会社北都銀行 307株 再生債権金2,456,000円

興産信用金庫 10,038株 再生債権金80,304,000円

さわやか信用金庫 5,356株 再生債権金42,848,000円

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 1,941株 再生債権金15,528,000円

株式会社福井銀行 770株 再生債権金6,160,000円

株式会社三重銀行 2,471株 再生債権金19,768,000円

東京シティ信用金庫 18,010株 再生債権金144,080,000円

株式会社関西アーバン銀行 16,038株 再生債権金128,304,000円

株式会社中京銀行 307株 再生債権金2,456,000円
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韓国産業銀行 東京支店 1,734株 再生債権金13,872,000円

株式会社横浜銀行 19,166株 再生債権金153,328,000円

株式会社池田泉州銀行 6,957株 再生債権金55,656,000円

株式会社北越銀行 783株 再生債権金6,264,000円

三菱ＵＦＪリース株式会社 5,507株 再生債権金44,056,000円

兆豐國際商業銀行股份有限公司 東京支店 624株 再生債権金4,992,000円

台湾銀行 東京支店 2,247株 再生債権金17,976,000円

株式会社みなと銀行 13,497株 再生債権金107,976,000円

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 16,590株 再生債権金132,720,000円

株式会社みずほ銀行 1,465株 再生債権金11,720,000円

みずほ信託銀行株式会社 17,694株 再生債権金141,552,000円

東京センチュリーリース株式会社 13,986株 再生債権金111,888,000円

株式会社東京スター銀行 15,997株 再生債権金127,976,000円

株式会社西京銀行 954株 再生債権金7,632,000円

株式会社東日本銀行 12,895株 再生債権金103,160,000円

中央三井ファイナンスサービス株式会社 812株 再生債権金6,496,000円

西武信用金庫 7,730株 再生債権金61,840,000円

東京建物不動産販売株式会社 10,020株 再生債権金80,160,000円

西武建設株式会社 667株 再生債権金5,336,000円

大成建設株式会社 1,440株 再生債権金11,520,000円

株式会社ナカノフドー建設 2,139株 再生債権金17,112,000円

 

 

別紙2 第1種優先株式の割当先概要 [別紙2 17頁] 

【変更前】 

（平成22年8月31日現在）

（１） 商 号 みずほトラストファイナンス株式会社

（２） 本 店 所 在 地 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 深川佐賀町ビル2階

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 魚本 康

（４） 業 務 内 容 金融業

（５） 資 本 金 1,000百万円

（６） 設 立 年 月 日 平成1年4月20日

（７） 発 行 済 株 式 数 20,000株

（８） 決 算 期 3月

（９） 従 業 員 数 13名

（10） 主 要 取 引 先 特になし

（11） 主 要 取 引 銀 行 みずほ信託銀行株式会社

（12） 大株主及び持株比率

みずほトラスト保証株式会社 44％ 

みずほ信不動産販売株式会社 44％ 

株式会社みずほトラストシステムズ 7％ 

みずほ信託銀行株式会社 5％

（13） 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 該当事項はありません

 人 的 関 係 該当事項はありません

 取 引 関 係 当社は、割当先より177百万円の資金借入を行っております

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況
該当事項はありません

（14） 最近3年間の経営成績及び財政状態
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決算期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

 連 結 純 資 産 ( 百 万 円 ) 2,321 1,125 1,202

 連 結 総 資 産 ( 百 万 円 ) 22,347 7,959 1,256

 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 116,082 56,251 60,132

 連結売上高(経常収益)(百万円) 1,389 709 122

 連結営業利益( 百万円 ) 284 △1,556 △285

 連結経常利益( 百万円 ) 288 △1,056 △281

 連結当期純利益(百万円) 192 △1,196 77

 1 株当たり当期純利益(円) 9,621 △59,831 3,881

 1 株 当 た り 配当金(円) 0 0 0

 

【変更後】 

みずほトラストファイナンス株式会社の概要を全て削除。 

 

以上 


