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株式の併合及び単元株式数の変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成23年1月20日開催の取締役会において、平成23年2月8日に開催を予定している臨時株主総会に、
株式の併合（10株を1株に併合）及び単元株式数の変更（現行の1,000株から100株に変更）について付議するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

Ⅰ．株式の併合 

１． 大量な発行済株式総数となった理由 

（１） 過去の経緯 

当社は、現在発行済株式総数が741,569,962株という大量な数量となっております。過去に大規模なエ

クイティファイナンスを繰り返した結果としてこのような発行済株式総数となっており、その経緯につい

てご説明いたします。 

 平成11年、当社と株式の持ち合いをしていた銀行が、金融監督庁から自己資本比率についての早期是正

措置を発動された結果として当該銀行の株価が暴落し、当社側に大幅な評価損が発生したため債務超過に

陥り経営状態は危機的な状況となりました。債務超過を解消するために資本の増強が必要不可欠であると

当時の取締役会では考え、平成12年、第3者割当により、当時の発行済株式総数800万株に対し、3倍にあ

たる2,400万株を発行し12億円を調達、また同年24億円を4,800万株の転換社債の発行により調達いたしま

した。当該転換社債はその後、株式に転換されております。この過程により1年間のうちに発行済株式総

数は800万株から8,000万株へと10倍となりました。さらに、平成14年7月15日には、財務体質の改善及び

業容の拡大を企図した資金調達を目的として、第1回円建て新株予約権2億4千万株を発行しました。結果

として、同年8月には当時のジャスダック市場での売買高トップとなるなど株主数も拡大しました。平成

17年には、当時、ロンドン証券取引所AIM市場に上場をしており、資源開発事業を展開していたロドール

リソース社の株式に対する公開買い付けに伴い1億株以上の株式を発行し、平成18年3月期決算時には発行

済株式総数が425,335,000株となりました。それに伴い株主数も14,096人となりました。平成21年2月26日

には、資源開発事業の投資展開を目的とした資金調達を企図して新株式及び新株予約権を発行し、合計1

億300万株が増加、平成21年12月8日には、同じく資源開発事業の投資展開を目的として、新株式81,293,000

株、新株予約権総数267,600,000株を発行し、新株予約権は130,900,000株行使され、平成22年12月31日現

在の発行済株式総数は741,569,962株となっております。また、発行済株式総数の増加に伴い発行可能株

式総数（株式発行授権枠）も拡大しており、現在は12億株となっております。 

 

（２） 総括 



上記の経緯から当社の発行済株式総数は平成12年から約10年間の間に800万株から約7億4千万株へ約

100倍になっております。この10年間において、発行済株式総数が約100倍へと増大するのは、一般的な資

本政策の枠を超えたものであるとの指摘を受けたとしたら甘受せざるを得ないと考えております。当初に、

当社が大規模なエクイティファイナンスを行うようになった直接的な原因は、保有株式の評価損が急速に

発生したことによる債務超過の解消などを主目的とした資本増強を迫られたものでした。平成14年の発行

済株式総数の3倍にあたる新株予約権の発行は、過去の累積損失などに対して財務体質を強化することな

どを企図したものであったとはいえ、当時に調達資金により行った事業は、その後、成長軌道に乗せるこ

とが出来ず、撤退しております。結果として、大規模な資本政策に対する業績結果を示すことが出来ませ

んでした。平成17年には、海外資本を注入する資本政策を伴って、天然資源開発投資事業を開始し、その

後の数度の資本政策を伴う市場からの資金調達による資金も天然資源開発投資事業の拡大のために使わ

れました。しかしながら、その後、経常利益・純利益ともに黒字化を果たすことが出来ず、天然資源開発

投資事業に対する投資は結果をもたらすことが出来ておりません。平成21年12月8日に開示した一連の資

金調達において、新株式発行により資金を調達しておりますが、当該資金は、再度、新規事業の立ち上げ

を企図して使われております。しかしながら、平成23年1月7日に開示をいたしましたとおり、当社として

は、資源開発投資事業の原則としての撤退と廃止を方向性として打ち出さざるを得ない状況になり、天然

資源開発投資事業に対する資金需要を目的として行われた資本政策は、株主価値として還元されることな

く失われた結果になっております。一方で、おおよそ過去一年間における新株予約権の行使により得られ

た資金は、現在の食品事業を行うための基盤を築くために用いられており、当該食品事業は、当社に現在

の売り上げに対して、95％ 以上を占める事業となりました。ただ、食品事業は繊維事業と並ぶ当社のも

ともとの主幹事業であり、その主幹事業の再構築に用いられた結果となります。この10年間において、主

として財務体質の強化と、それ以上に新規事業の展開を企図して、発行済株式総数が100倍へと増大する

資本政策を展開してまいりましたが、手がけた新規事業の立ち上げを行うことは出来ず、経常利益・純利

益ともに赤字の状態が続き、資本の増加が出来ませんでした。 

ご迷惑をおかけした投資家、市場関係者に深くお詫び申し上げ、調達資金に対する業績結果をもたらす

ことが出来なかった現在の状況について反省と謝罪をいたします。 

 

（３） 発行済株式株式総数、資本金等の推移 

 

年月日 

発行済株式

総数増減数 

（株） 

発行済株式

総数残高 

（株） 

資本金増減

額 

（千円） 

資本金残高 

 

（千円） 

資本準備金

増減額 

（千円） 

資本準備金

残高 

（千円） 

平成12年5月31日 24,000,000 32,000,000 1,200,000 2,265,000 ― 600,000

平成12年10月31日 48,000,000 80,000,000 2,400,000 4,665,000 ― 600,000

平成13年6月28日 ― 80,000,000 ― 4,665,000 △600,000 ―

平成14年7月1日～ 

平成15年3月31日 

86,098,000 166,098,000 1,165,514 5,830,514 1,165,514 1,165,514

平成17年4月1日～ 

平成18年3月31日 

259,237,000 425,335,000 14,243,685 20,074,199 14,138,350 15,303,864

平成18年6月5日 1,065,000 426,400,000 120,345 20,194,544 119,280 15,423,144



平成18年6月21日 ― 426,400,000 ― 20,194,544 △6,210,571 9,212,572

平成19年7月5日 ― 426,400,000 ― 20,194,544 △9,212,572 ―

平成21年3月16日 15,000,000 441,400,000 37,500 7,930,379 37,500 37,500

平成21年4月1日～ 

平成21年7月2日 

50,000,000 491,400,000 133,162 8,063,541 133,162 170,662

平成21年7月2日 ― 491,400,000 △7,796,474 267,067 △37,500 133,162

平成21年7月3日～ 

平成21年12月8日 

38,000,000 529,400,000 101,203 368,271 101,203 234,366

平成21年12月8日 81,293,000 610,693,000 150,392 518,663 150,392 384,758

平成21年12月25日

～平成22年12月24

日 

130,900,000 741,593,000 289,051 807,714 289,051 673,809

 

２． 過去5期の当社の状況 

 当社は、過去5期（平成18年3月期から平成22年3月期）にわたり経常利益、当期純利益ともに赤字の状態

を継続しております。 

（１）連結経営指標等 
 

回次 第 61期 第 62期 第 63期 第 64期 第 65期 

決算年月 平成 18年３
月 

平成 19年３
月 

平成 20年３
月 

平成 21年３
月 

平成 22年３
月 

売上高 (千円) 2,433,068 2,947,997 1,409,801 1,060,071 598,703

経常損益 (千円) △165,667 △2,557,413 △1,437,069 △1,764,332 △880,166

当期純損益 (千円) △239,275 △
23,455,032 △3,481,340 △959,732 △1,843,927

純資産額 (千円) 29,227,506 6,386,409 2,698,292 1,267,348 495,889

総資産額 (千円) 36,364,483 18,324,977 7,242,623 6,632,179 734,904

１株当たり純資産額 (円) 68.72 14.07 6.33 2.87 0.76
１株当たり当期 
純利益金額 (円) △0.98 △55.03 △8.16 △2.24 △3.38
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金
額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.4 32.7 37.3 19.1 66.9

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ 

株価収益率 (倍) ― ― ― ─ ─

営業活動による 
キャッシュ・フロー (千円) △238,025 125,826 △480,570 △1,523,238 △868,724



投資活動による 
キャッシュ・フロー (千円) △8,630,251 △4,190,277 △4,798,560 △748,328 △787,125
財務活動による 
キャッシュ・フロー (千円) 9,558,034 3,789,670 15,610,604 2,411,036 1,536,614
現金及び現金同等物 
の期末残高 (千円) 1,129,771 855,342 121,724 260,992 142,468
従業員数 
[外、平均臨時雇用者
数] 

(人) 40
[3]

38
[3]

19
[3]

11 
[3] 

９
[3]

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ △は損失です。 
３ 「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、１株当たり当期純損失であり、希薄化
効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４ 第 64期に比べ第 65期の純資産額及び総資産額が大幅に減少しておりますが、これは、連結子
会社１社が連結から除外、及び、持分法適用会社４社が持分法適用から除外されたことによるも
のであります。 

 

（２）過去5期における報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  天然資源開

発投資事業 

食品事業 繊維事業 計 

売上高 716,027 1,396,763 220,693 2,333,483
平成18年3月期 

営業利益または営業損失 344,469 32,126 16,018 392,613

売上高 1,809,391 927,435 211,170 2,947,996
平成19年3月期 

営業利益または営業損失 △1,324,532 13,000 △5,069 △1,316,601

売上高 827,781 377,193 204,826 1,409,801
平成20年3月期 

営業利益または営業損失 △585,350 1,377 17,248 △566,724

売上高 503,464 376,193 180,413 1,060,071
平成21年3月期 

営業利益または営業損失 82,223 1,097 9,733 93,054

売上高 72,602 375,646 150,454 598,703
平成22年3月期 

営業利益または営業損失 △21,887 1,091 4,179 △16,616

売上高 13,033 585,941 ― 598,975平成23年3月期

第2四半期 
営業利益または営業損失 △5,061 47,650 ― 42,589

 

３． 現在の当社株価の状況 

 平成23年1月20日現在、当社の株価は1円となっております。平成23年1月4日付「当社株式の時価総額に関

するお知らせ」の開示のとおり当社株式は、平成22年12月において、月間平均上場時価総額及び月末上

場時価総額が、上場株式数に2を乗じて得た数値に満たない場合となりました。ＪＡＳＤＡＱにおける

有価証券上場規定第47条第1項第2号ならびに業務規定，受託契約準則その他本所の規則の施行に伴う

経過措置に関する規則第4条第14項及び第15項第1号後段（上場時価総額）では、上場時価総額が上場

株式数に2を乗じて得た数値に満たない場合において、3ヶ月以内に当該数値以上とならないとき、上



場廃止となる旨規定されています。 

 

４． 株式併合の必要性 

 当社は、上記上場時価総額の規定に対応する必要が生じました。過去のエクイティファイナンスにより発

行済株式数が増加し、資金調達を行ったにもかかわらず、過去5期にわたり経常利益、当期純利益ともに赤

字という状況となり、株主の方の期待にお応えする業績が出せていない状況が、現在の当社株価の状況をも

たらしていると当社経営陣としては認識をすると同時に反省をしております。しかしながら、当社の株主の

方々からは、今の当社株価の状況に対して、当社経営陣として積極的な対応をすべきであるという要請を

様々に受けました。そして、15,000人以上の当社の株を保有し、かつ、この一年間における資本政策により

調達した資金を用いた食品事業が軌道に乗り始めた状況を鑑みると、株式併合を通じて、現在の当社株価の

状況に対応することが必要なことであると判断いたしました。 

 

５． 過年度のエクイティファイナンスの状況 

 当社は、過年度において大規模なエクイティファイナンスを行ってまいりました。前述のとおり、調達額

に見合う業績結果は得られませんでしたので、その概要及び実際の資金使途について記載させていただきま

す。なお、平成12年につきましては、10年以上前のことであり当時のことを知る社員も皆無ですので正確な

ことはわかりませんでした。 

 

概要 日時・概要：平成12年5月 第3者割当による新株式の発行 

最終的な発行株式数：24,000,000株 

調達額：12億円 

資金使途 債務超過の解消 

概要 日時・概要：平成12年10月 転換社債の発行および株式転換 

最終的な発行株数：48,000,000株 

調達額：24億円 

資金使途 債務超過の解消 

概要 日時・概要：平成14年7月14日 第1回円建て新株予約権 

最終的な発行株数：240,000,000株 

調達額：68億9,0000万円 

資金使途 米国ダーシーエナジー社株式取得資金 

概要 日時・概要：平成17年12月および平成18年6月 新株式の発行 

最終的な発行株数：106,400,000株 

調達額：234億800万円 

資金使途 ロドールリソース社（ロンドン証券取引所AIM市場上場）株式に対する公開買付 



概要 日時・概要：平成21年3月16日 新株式の発行 

最終的な発行株数：15,000,000株 

調達額：7,500万円 

資金使途 資金使途 充当金額 

米国ルイジアナ州上部バルザイユ鉱区権益の獲得 46.0百万円

ADM Galleus Fund Limited に対する保証債務の弁済 25.0百万円

本件ファイナンス実行に係るアレンジャーに対する支払手数料 4.0百万円

合計 75.0百万円
 

概要 日時・概要：平成21年月16日 第3回新株予約権 

最終的な発行株数：88,000,000株 

調達額：4億6,640万円 

資金使途 資金使途 充当金額 

米国ルイジアナ州上部バルザイユ鉱区権益の獲得 113.4百万円

上記鉱区における設備投資 4.3百万円

ADM Galleus Fund Limited に対する保証債務の弁済 327.2百万円

第3回新株予約権発行に係るアレンジャーに対する支払手数料 21.5百万円

合計 466.4百万円
 

概要 日時・概要：平成21年12月8日 新株式の発行 

最終的な発行株数：81,293,000株 

調達額：約3億円 

資金使途 資金使途 充当金額 

経常運転資金 160.0百万円

臨時株主総会開催費用 10.0百万円

ADM Galleus Fund Limited に対する保証債務の弁済 100.0百万円

本件ファイナンスの実行に係るアレンジャーに対する支払手数料 30.0百万円

合計 300.0百万円
 

概要 日時・概要：平成21年12月8日 第5回新株予約権 

最終的な発行株数：130,900,000株 

調達額：5億7,580万円 



資金使途 資金使途 充当金額 

リーオクタ社株式の取得 132.1百万円

株式会社ハミングステージ株式の取得 16.0百万円

食品卸事業に係る仕入れ代金の支払（事業運転資金） 415.3百万円

第5回新株予約権発行に係るアレンジャーに対する支払手数料 12.4百万円

合計 575.8百万円
 

 

６． 今後の予定 

 当社は、過去のエクイティファイナンスが業績結果につながらなかった状況を踏まえ、以下の方針を現取

締役会として確認しております。 

① 営業キャッシュフロー及び営業キャッシュフローを裏づけとした借入の枠を超えた投資を必要と

する事業への新規投資は、当面は原則として行わない。 

② 資本政策につながりうるような大規模な投資を行わなければ収益を生まない資産は原則として売

却し、エクイティファイナンスを行わずに事業の再編を行う。 

 

７．株式併合の目的 

（１）当社食品事業黒字化目途及び天然資源開発投資事業撤退による財務基盤の整備 

    当社は、平成23年1月7日付で開示いたしました「天然資源開発投資事業の廃止に関するお知らせ」の

とおり、当面の事業を食品事業に絞り営業キャッシュフローの黒字化を目指すこととなりました。食品事

業が比較的順調に推移する体制が取れたことから、株主への利益還元に係る環境を整備し、業績回復の明

確化に基づく株主を含めた当社ステークスホルダーへの適切な利益還元に備え、かつ財務基盤の強化を図

ります。 

   上記により、できうる限り株主に対して不利益が生じない形で発行済株式総数を減らし、適切な発行済

株式総数とすることとし、今後の株式管理コスト（証券代行手数料など）を鑑みて10株につき1株の割合

をもって株式の併合を行うことといたしました。 

 

（２）「売買単位の集約に向けた行動計画」の尊重 

 全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の売買

単位を最終的に100株に集約することを目指しております、当社は、株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場

（以下、「大証JASDAQ市場」という。）に上場する企業として、全国証券取引所が目指している売買単位

の集約を尊重し、当社株式の売買単位を現行の1,000株から100株に変更することを前提として、当該変更

に伴う既存株主の皆様への不利益を最小限にとどめつつ、今後の株式管理コスト（証券代行手数料など）

および当社の現状の投資単位の状況を勘案したうえで、当該変更と併せて（３）の目的に係る手段である

当社株式の併合を行い現状の投資単位を維持することが適当と判断いたしました（当社株式の投資単位の

状況は、「Ⅱ．３．最近の投資単位の状況」をご参照ください）。上記に加え、株券電子化によって株券

提出や株券の印刷コストも僅少であることから、これらを併せて行うことといたしました。 

既存株主の不利益とは、売買機会や保有機会の権利を逸失することと考えられ、単元株式数の変更と本

株式併合を同時に行うことで、新たに単元未満株主が生じることもなく、理論的には投資単位にも変更が

生じないことから、売買機会につきましては本株式併合の前後で変更は生じません。しかしながら、当社

株式を10株未満という形で保有している株主（以下、「10株未満株主」という。）にとりましては、本株

式併合により保有機会そのものが失われます。10株未満株主の数は22名で、その保有株式数は合計30株で



あり、平成22年12月31日現在の当社の株主総数15,811名に占める比率は0.14％で、発行済株式総数

741,569,962株に占める比率は0.00％となります。 

10株未満株主の人数及びその保有株式数が当社の株主総数及び発行済株式総数に占める比率がいずれも

1％未満であることから、市場に混乱を与える可能性や程度は極めて低いと考えておりますが、当社とし

ては10株未満株主の方に対しての可能な限りの対応を行います。従来通り会社法に基づく単元未満株式の

買取請求の機会を提供しつつ、最終的には金銭をお支払いする形を基本として、さらに10株未満株主全員

に対して、ご希望があれば個別に説明をする場を設けることも検討しております。 

つきましては、売買単位の集約の動きに則し単元株式数の変更を行うものの、同時に同じ比率で本株式

併合も行うため、既存株主の不利益を最小限に抑えられる所法であると考えており、市場における当社株

式の流通などに与える影響は少ないものと認識しております。 

本株式併合につきましては、平成23年２月８日開催予定の臨時株主総会で株主の皆様のご判断に委ねる

こととなります。10株未満株主は、当該株主総会において議決権を行使できませんが、本株式併合は特定

の株主を優遇することや特定の株主を排除することを目的として行うものではなく、将来の復配を見据え

たものであることを、株主には言葉を尽くしたうえでご理解いただきたいと考えるとともに、当社の企業

努力により、株主や投資家のご期待に沿った経営を行いたいと考えております。 

 

（３）発行済株式総数の適正化 

  ①概要 

    当社の発行済株式総数は、大証JASDAQ市場の上場企業の平均上場株式数と比較して約57.26倍と多く、

また、時価総額１億円当たりの株式数割合も大証JASDAQ市場の上場企業の状況と比較して約607.26倍と高

い割合になっております。本株式併合により当社の発行済株式総数の適正化が図られ、１株当たりの諸指

標や株価をより分かりやすくすることで、当社の状況に対するご理解を深めていただくことが可能になる

ものと考えております。これにより、当社の株式が株式市場において一層適正に評価され、企業イメージ

の向上に資するものになることと存じます。 

 

  ②10株未満株主様の状況 

    本株式併合により当社株式保有機会を逸失することとなる10株未満株主はすべて個人であり、その保有

株式数は1株または5株となっております。10株未満株主数の人数は22名で、その保有株式数は合計30株で

あり、平成22年12月31日現在の当社の株主総数15,811名に占める比率は0.14％及び発行済株式総数

741,569,962株に占める比率は0.00％となります。 

      

保有株式数 人数（名） 

1株 20

5株 2

合計 22

 

    また、10株未満株主22名の株主登録日は昭和30年から50年代となっております。当該期間において発行

済株式総数が増えた事由については当時の資料が存在しておらず、推測で判断するしかない状況です。 

 

  ③10株未満株主が生じたと想定される事象 

    一般的に想定される事象としては、相続、担保権実行、ファンドの解散時の現引きなどがあげられ、そ

れらの事象により10株未満の株主が生じたと考えられます。 

 

８．株式併合の概要 

(１) 併合の方法 

平成23年3月1日（火曜日）をもって、平成23年2月28日（月曜日）の最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載された株主の所有普通株式10株につき1株の割合をもって併合します。ただし、本株式併合の結果、1



株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条および235条に基づき、売却または買取りを実施し、

その代金に端数の生じた株主様に対して、その端数の割合に応じて分配します。 

 

 (２) 併合により減少する株式数 

  本株式併合前の当社発行済株式総数は平成22年12月31日の数値であり、本株式併合による減少株式数は、

本株式併合により生じる端株および当該発行済株式総数に株式の併合割合を乗算した理論値であります。な

お、 

株式併合前の当社発行済株式総数            741,569,962株 

今回の併合により減少する株式数            640,412,968株 

株式併合後の当社発行済株式総数            74,156,994株 

株式併合後の発行可能株式総数             120,000,000株 

 

(３) 併合により減少する株主数 

平成22年12月31日（金曜日）現在の当社株主名簿の状況を前提とした、株主構成の割合 

保有株式数 株主数（割合） 所有株式数（割合） 

10株未満 22名 （0.14％） 30株 （0.00％）

10株以上 15,789名（99.86％） 741,569,932株（99.99％）

  ※1 10株以上の株主数には、10株以上で1ケタの株式を所有している株主14名（その1ケタの株式数合計59

株）が含まれております。 

  ※2 当社は自己株式23,038株を所有しております。なお、※1の14名には含まれておりません。 

 

９．株式の併合の条件 

  平成22年２月８日開催予定の臨時株主総会に「株式併合の件」が承認可決されることを条件としておりま

す。なお、これに併せて当社の定款に定める発行可能株式総数についても併合比率に応じて変更する予定で

あり、当該株主総会において「定款一部変更の件」の議案を付議の上、同時にその承認を得る予定です。 

 

Ⅱ．単元株式数の変更 

１． 単元株式数の変更の理由及び変更の内容 

当社は、配当を行いやすい環境を整える観点から、全国証券取引所などが主導となって進めている「売

買単位の集約に向けた行動計画」で公表された売買単位の集約への動きを順守することを前提に、流通株

式数の適正化を図ることとし、株主の皆様への不利益を最小限にとどめ、かつ今後の株式管理コスト（証

券代行手数料など）を鑑み、株式丙5言うの併合比率について10株につき1株の割合をもって株式の併合を

行うことといたしました。単に株式の併合を行うだけでは、最低投資額が上がることが想定されるだけで

なく単元未満株式を保有することとなる株主が増えることとなり、これに起因して株式管理コスト（証券

代行手数料など）も増えてしまうことから、株主の皆様への不利益を最小限にとどめるため、同時に「単

元株式数の変更」を行うこととした次第です。 

つきましては、株式の併合の前提となっている当社の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更す

ることを目的に当該臨時株主総会において「定款の一部変更の件」を付議し、単元株式数の変更を行うこ

とといたしました。 

なお、全国証券取引所における「売買単位の集約に向けた行動計画」で公表された内容において、平

成24年4月以降、すべての上場会社が100株単位とすることを最終的な目標としていることから、今般の当

社の単元株式数の変更はその趣旨に即しているものであると認識しております。 

※「定款の一部変更の件」については、本日付で別途開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

２． 単元株式数の変更の条件 

 平成23年２月８日開催予定の臨時株主総会にて「株式併合の件」、「定款一部変更の件」が承認可決され



ることを条件としております。 

 

３． 最近の投資単位の状況 

 

直前事業年度の末日における最終価格をもとに算出した1売買単位当たりの価格 1,000円

直前事業年度における日々の最終価格をもとに算出した1売買単位当たりの価格 2,000円

※1 直前事業年度の末日における単元株式数は1,000株です。 

※2 直前事業年度の末日は平成22年12月31日です。 

 

Ⅲ．株式の併合及び単元株式数の変更の日程 

取締役会決議日            平成23年1月20日 

臨時株主総会決議日（予定）      平成23年2月 8日 

株式併合公告日（電子広告）（予定）  平成23年2月10日 

株式併合基準日（予定）        平成23年2月28日 

株式併合の効力発生日（予定）     平成23年3月 1日 

単元株式数の変更の効力発生日（予定） 平成23年3月 1日 

 

Ⅳ．株式の併合を行った場合の株主様に対する当社の見解 

  当社は、過去に大規模なエクイティファイナンスを行い、市場での資金調達を繰り返し、財務基盤の建て直

しを図り、そして、天然資源開発投資事業を行ってまいりました。平成23年1月7日付「天然資源開発事業の廃

止に関するお知らせ」で開示しましたとおり、過去の大規模な資本政策は、株主価値に還元される結果をうま

なかった状況を踏まえ、従前からの基幹事業を柱として新たに事業再編を行う決意をいたしました。株主の皆

様からお預かりした資金を業績結果として生み出すことに失敗させたことは、誠に申し訳なく、深くお詫びを

申し上げいたします。また、大規模なエクイティファイナンスを繰り返した結果、発行済株式総数は7億株を

超え、株価は1円をつける状態を招き、経営陣としてはお詫びの申し上げようもない次第であります。当社と

してもこのような事態は遺憾でありますが、現在当社を応援し株を保有していただいている株主に責任を取る

ために、会社を健全化し業績を回復させるさまざまな手段を講じていくことでその責任を果たさせていただき

たいと考えております。会社を健全化させる一環としての事業集約化を行う上で株式併合を行い、発行済株式

総数を減らすことになりますが、単元株式数の引き下げにより売買単位を変更し、市場における当社株式の流

通に与える影響を最小限にとどめ、また、売買単位の集約への動きを遵守いたします。 

上記のような経緯による株式併合でございますが、保有株式10株未満の株主様につきましては、株式の併合

によりその保有機会を失うこととなりますことを深くお詫び申し上げます。また、株主には、今般の株式の併

合及び単元株式数の変更の趣旨を十分にご理解の上ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

Ⅴ．役員報酬の一部返上 

  当社は、過年度におけるエクイティファイナンスの調達資金を業績につなげることができなかった結果を真

摯に受け止め、当社全取締役より、下記のとおり、役員報酬の一部返上の申し出がありましたので、お知らせ

いたします。 

（１） 報酬返上の内容  

前代表取締役（髙橋 正紀） 役員報酬月額の  50％ 

その他の取締役および執行役員全員 役員報酬月額の  25％ 

 

（２） 対象期間 

本日より現在の任期が満了となる第66回定時株主総会（平成23年6月予定）の日まで 

 

以  上 
 


