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平成23年８月８日 

各   位 

株 式 会 社 ケ イ ブ 

代 表 取 締 役 社 長  高 野 健 一 

（コード番号：3760 ＪＡＳＤＡＱスタンダード） 

問 合 せ 先  経 営 管 理 部 長  山 家  英 雄 

 ( T E L 0 3 － 5 3 6 6 － 3 3 1 0 ） 

（URL http://www.cave.co.jp/） 

 

グリー株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行 

に関するお知らせ 

 

 当社は、平成23年８月８日開催の当社取締役会において、グリー株式会社（以下「グリー」と

いいます。）と業務提携（以下「本業務提携」といいます。）を行うこと、及び同社を割当先と

した第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うこと、並び

に本業務提携及び本第三者割当増資（以下、総称して「本資本業務提携」といいます。）に関す

る契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

I. 本資本業務提携の概要 

１. 本資本業務提携の理由 

当社は、現在主力事業として位置付けるソーシャルメディア・アプリ事業について、今

後も注力事業として位置付け、事業推進に取り組んでおります。一方、市場環境を展望し

ますと、ソーシャルアプリを提供するプラットフォームの主戦場が、従来型の携帯電話（い

わゆるフィーチャーフォン）から、急速に普及しつつあるスマートフォンへ移行すること

が見込まれており、当社がスマートフォン市場でも引き続き競争優位性を保つためには、

これまで以上の当該市場への積極的な先行投資と、プラットフォーム運営会社とのより緊

密な協力関係の構築が必要と考えております。 

そのような中、当社は、国内最大級のソーシャルアプリのプラットフォームである

「GREE」を展開するグリーとの間で、グリーのプラットフォームにおける当社とグリーと

の協業を含む本資本業務提携を行うことについて、当社の事業政策及び財務政策の両面か

ら検討を行ってまいりましたが、本資本業務提携により、国内最大級のソーシャルアプリ

のプラットフォーム運営会社であるグリーと緊密な協力関係を構築することができると

ともに、グリーによる支援や双方の強みを生かしたヒットアプリの創出等のメリットが期

待できることなどから、今般、本資本業務提携を実施することを決定いたしました。当社
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は、本資本業務提携を行うことにより、資本面からグリーとの関係を強化するとともに、

協業によりフィーチャーフォンやスマートフォン向けのアプリ開発を行ってまいります。 

当社は、これまでも約 300 万人の会員を有する「しろつく」や当社の創業以来の得意分

野であるシューティングゲーム「怒首領蜂大復活」等のコンシューマーゲームのスマート

フォンアプリへの展開など、スマートフォン向けのアプリ提供に実績を残してまいりまし

た。 

今回の協業により、両社のソーシャルアプリ事業及びスマートフォン関連事業の事業推

進を加速し、ひいては双方の企業価値の向上を図ってまいります。 

 

２. 本業務提携の内容等 

本業務提携に基づき、当社とグリーは、グリーのプラットフォーム上において当社が提

供するソーシャルアプリに関する様々な協業を実施し、双方の強みを生かしたヒットアプ

リの創出を目指してまいります。 

協業による開発の対象としては、フィーチャーフォン、スマートフォンとも対象といた

しますが、特に、両社の今後の注力事業であるスマートフォン向けのアプリの開発を積極

的に行ってまいります。 

たとえば、当社がすでに有するスマートフォン向けアプリ、コンシューマーゲームをグ

リーのプラットフォーム上に展開するほか、新規タイトルについても協業での開発を行っ

てまいります。 

グリーは、開発・企画・運用において支援を行い、一方、当社は、これまで培ったゲー

ム開発・運用ノウハウを提供することで、協業によるアプリ開発を行います。 

 また、今回の協業は国内外のソーシャルゲーム事業が対象となり、今年度内に９タイト

ルの協業アプリをリリースする予定です。 

 
３. 本資本業務提携先の概要 

本資本業務提携先であるグリーの概要は、「Ⅱ．６．（１）割当予定先の概要」をご参照

ください。 

 
４. 日程 

平成 23 年８月８日  取締役会決議 

平成 23 年８月８日  本資本業務提携契約の締結 

平成 23 年８月 24 日 本第三者割当増資に伴う払込 

平成 23 年８月 24 日 本資本業務提携の開始 
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II. 第三者割当による新株式発行 

１. 募集の概要 

(１) 払込期日    平成23年８月24日 

(２) 発行新株式数   普通株式1,178株 

(３) 発行価額    １株につき149,855円 

(４) 調達資金の額   176,529,190円 

(５) 募集又は割当方法（割当予定先） 第三者割当の方法によりグリーに1,178株を割

り当てる予定であります。 

(６) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

 

２. 募集の目的及び理由 

本第三者割当増資の目的については、「Ⅰ．１．本資本業務提携の理由」をご参照くだ

さい。本第三者割当増資は、グリーとの間に更に強固な提携関係と相互補完関係を構築す

るため、本資本業務提携の一部として実施されるものであります。 

 

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（差引手取概算額） 

払込金額の総額         176,529,190円 

発行諸費用の概算額     7,450,000円 

差引手取概算額     169,079,190円 

（注１）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

（注２）発行諸費用の概算額の内訳は、以下のとおりであります。 

  登記関連費用      700,000円 

  取引所上場手数料・印刷費用等   1,150,000円 

  弁護士費用その他の諸費用    5,600,000円 

 

(２) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

具体的な資金使途 金額 支出予定時期 

GREE Platform向けを中心とした 

ソーシャルゲーム開発費用 
約149百万円 平成23年９月～ 

ソーシャルゲームの広告・販売促進費 約10百万円 平成23年10月～平成25年５月

ソーシャルゲームの運営のための 

サーバ費などの費用 
約10百万円 平成23年10月～平成25年５月

合計 約169百万円  
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本第三者割当増資により調達する資金は、本資本業務提携開始後、本資本業務提携に基

づく GREE Platform 向けのアプリを中心としたソーシャルゲームの開発費用、ソーシャル

ゲームの広告・販売促進費用、ソーシャルゲームの運営のためのサーバ費などの費用等と

して使用する予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでの期間は、これを当社の銀

行口座にて適切に管理いたします。 

 

４. 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上記のとおり、本第三者割当増資により調達する資金は、本資本業務提携に基づく GREE 

Platform 向けのアプリを中心としたソーシャルゲーム開発費用、ソーシャルゲームの広

告・販売促進費用、ソーシャルゲームの運営のためのサーバ費などの費用等に充当する予

定です。これらは、割当予定先であるグリーとの本業務提携の内容である、GREE Platform

上における協業に直接必要なものであり、本資本業務提携の成功、ひいては当社の成長戦

略上不可欠な投資ですので、上記資金使途には合理性があるもの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 

払込金額は、株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）の開

設する市場であるＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）（以下「ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）

における、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前営業日までの１ヶ月間の終値

の単純平均値１株149,855円（小数点以下四捨五入）といたしました。 

当該払込金額 149,855 円は、本第三者割当増資に関する取締役会決議日の前営業日で

ある平成 23 年８月５日のＪＡＳＤＡＱにおける当社株式の終値 142,000 円に対して

5.53％（小数点第三位四捨五入）のプレミアム、取締役会決議日の前営業日までの３ヶ

月間の終値の単純平均値 170,009 円（小数点以下四捨五入）に対して 11.85％（小数点

第三位四捨五入）のディスカウント、同６ヶ月間の終値の単純平均値 210,221 円（小数

点以下四捨五入）に対して 28.72％（小数点第三位四捨五入）のディスカウントとなっ

ております。 

１ヶ月間の終値の平均値を基準といたしましたのは、特定の一時点を基準とするより、

一定期間の平均値という平準化された値を採用するほうが、一時的な株価変動の影響等

の特殊要因を排除でき、算定根拠として合理的であると判断したためです。 

本第三者割当増資に係る払込金額は、日本証券業協会が定める「第三者割当増資の取

扱いに関する指針」における乖離率に準拠しており、会社法第 199 条第３項に規定され

る「特に有利な金額」には該当せず、合理的なものと判断しております。 

また、３ヵ月間の終値の平均価格や６ヵ月間の終値の平均価格との比較については、

平成 23 年３月 11 日に発生した震災の影響が無い時期を加味した平均株価であり、現在

の当社株式の適正価格の算出に合理性があるものと判断しております。 
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なお、本第三者割当増資に関する取締役会に出席した監査役全員においても、払込金

額が日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」における乖離率

に準拠していることから、グリーに特に有利でない旨の意見を述べております。 

 

(２) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠  

本第三者割当増資により発行する株式数は 1,178 株（議決権数 1,178 個）を予定して

おり、平成 23 年８月８日現在の当社の発行済株式総数 21,027 株（議決権数 20,557 個）

に対して、総議決権数の 5.73％の割合で希薄化が生じることとなります。 

しかしながら、割当予定先であるグリーとより緊密な協力関係を構築し、顧客に魅力

的なアプリを開発・提供することで当社の競争力をより高め、業績拡大を目指すことが、

今後の当社の企業価値の増大に寄与し、最終的に既存株主の利益向上に繋がるものと判

断しております。以上の理由により、当社は、本第三者割当増資による発行数量及び株

式の希薄化の規模は、合理的であると判断しております。 

 

６. 割当予定先の選定理由等 

(１)  割当予定先の概要（平成23年３月31日現在。但し、特記しているものを除く。） 

１.名称 グリー株式会社 

２.本店の所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 

３.代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 良和 

４.事業内容 ソーシャルメディア事業 

ソーシャルアプリケーション事業 

プラットフォーム事業 

広告・アドネットワーク事業 

ベンチャーキャピタル事業 

国際事業 

５.資本金 2,113 百万円 

６.設立年月日 平成 16 年 12 月７日 

７.発行済株式数 229,300,000 株（平成 23 年５月 13 日現在） 

８.決算期 ６月末日 

９.従業員数 402 名 

10．主要取引先 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソ

フトバンクモバイル株式会社、 

11．主要取引銀行 三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行 

12．大株主及び持株比率 

（平成22年12月31日現在） 

 

田中良和（49.30％） 

ＫＤＤＩ株式会社（7.03％） 

山岸広太郎（3.45％） 
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパ

ニー（常任代理人 香港上海銀行）（3.01％）、 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

（2.89％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（2.10％）

ザ チェース マンハッタン バ ンク エヌエイ ロンド

ン エス エル オムニバス アカウント（常任代理人 株

式会社みずほコー ポレート銀行）(1.25％) 

サジヤツプ（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

（1.16％） 

日本証券金融株式会社（1.05％） 

ステート ストリート バンク  アンド トラスト カン

パニー（常任代理人 株式会社みずほコー ポレート銀行）

（1.04％） 

13．当社との関係等 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、グリーが運営するＳＮＳである「Ｇ

ＲＥＥ」に、当社が開発したコンテンツを提

供しております。 

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年間の財政状態及び経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決算期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期 

純資産 952 9,122 20,552

総資産 2,582 15,619 32,170

1株当たり純資産（円） 95,834.97 407.64 452.47

売上高 2,937 13,945 35,231

営業利益 1,049 8,361 19,578

経常利益 1,051 8,328 19,595

当期純利益 582 4,467 11,505

１株当たり当期純利益（円） 58,607.22 207.66 255.77

１株当たり配当金（円） 0.00 5.00 25.00
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(２) 割当予定先を選定した理由 

当社は、現在主力事業として位置付けるソーシャルメディア・アプリ事業について、

今後も注力事業として位置付け、事業推進に取り組んでおります。一方、市場環境を展

望しますと、ソーシャルアプリを提供するプラットフォームの主戦場が、従来型の携帯

電話（いわゆるフィーチャーフォン）から、急速に普及しつつあるスマートフォンへ移

行することが見込まれており、当社がスマートフォン市場でも引き続き競争優位性を保

つためには、これまで以上の当該市場への積極的な先行投資と、プラットフォーム運営

会社とのより緊密な協力関係の構築が必要と考えております。 

そのような中、当社は、国内最大級のソーシャルアプリのプラットフォームである

「GREE」を展開するグリーと緊密な協力関係を構築することができるとともに、グリー

による支援や双方の強みを生かしたヒットアプリの創出等のメリットが期待できるこ

となどから、グリーを割当予定先として選定いたしました。 

 

(３) 割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先であるグリーから、本第三者割当増資により発行される当社株式

の保有方針について、本資本業務提携の一環として引き受けるものであり、本資本業務

提携によるシナジーを実現するためには長期的な提携関係を維持することが必要であ

ることから、長期的に保有する意向である旨の説明を受けております。また、グリーは、

当社との間で、本業務提携に関する契約の有効期間中は、当社の事前の書面による承諾

なく、当該引受により取得した株式について、第三者に対する譲渡、移転、承継、担保

設定その他の処分を行ってはならない旨、但し、当該譲渡によるグリーの持株比率の変

動が本業務提携に影響を及ぼさないと合理的に考えられる場合には、別途当社と協議の

上、グリーは保有する当社の株式を、その一部に限り譲渡することができる旨を合意し

ています。 

さらに、当社は、割当予定先が払込期日より２年以内に新株式の全部又は一部を譲渡

した場合には、直ちにその内容を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を

大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意す

ることにつき、確約書を受領する予定であります。 

 

(４) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先であるグリーより、直近の財務状況に照らし、本第三者割当増資

の払込みは十分に可能である旨の確約をいただいており、必要となる資金の確保につい

ても支障がない旨の報告を受けております。また、当社は、割当予定先が直近で関東財

務局長に提出した第７期第３四半期報告書に記載の財務内容（総資産額、純資産額、現

預金等）を確認した結果、本第三者割当増資による新株式発行の払込みについては確実

性があるものと判断しております。 
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(５) その他の重要な契約の有無 

該当事項はありません。 

 

７. 募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 23 年５月 31 日現在） 募集後 

高 野 健 一 22.64％ 高 野 健 一 21.44％

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
8.61％

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
8.15％

ノーザントラストカンパニー（エ

イブイエフシー）サブアカウント

ブリテイツシユクライアント 

3.27％ グリー株式会社 5.31％

大阪証券金融株式会社 1.75％

ノーザントラストカンパニー（エ

イブイエフシー）サブアカウント

ブリテイツシユクライアント 

3.10％

ドイチェバンクアーゲーロンド

ンピービーノントリティークラ

イアンツ６１３ 

1.68％ 大阪証券金融株式会社 1.66％

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
1.66％

ドイチェバンクアーゲーロンドン

ピービーノントリティークライア

ンツ６１３ 

1.59％

日 野 洋 一 1.46％
日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
1.57％

ゴールドマンサックスインター

ナショナル 
1.41％ 日 野 洋 一 1.38％

楽天証券株式会社 1.31％
ゴールドマンサックスインターナ

ショナル 
1.33％

松井証券株式会社 1.18％ 楽天証券株式会社 1.24％

（注） 株式会社ケイブとして、470株（持株比率2.24％、募集後持株比率2.12％）の自社

株を有しております。 

 

８. 今後の見通し 

本資本業務提携は、当社の事業及び経営基盤の強化に寄与すると考えられますが、当

社の当期の業績への具体的な影響額は現時点では未定です。今後、当社の業績への具体

的な影響が明らかとなった場合には、速やかにお知らせいたします。 
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（企業行動規範上の手続き） 

・企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当増資は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うも

のではないことから、大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第２条に

定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

９. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(１) 最近３年間の業績（非連結。但し、平成21年５月期は連結。） 

決算期 平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期

売上高 3,377 2,537 3,056

営業利益 531 41 521

経常利益 528 36 511

当期純利益又は当期純損失

（△） 
313 △766 434

１株当たり当期純利益又は１株当

たり当期純損失（△）（円） 
15,023.84 △37,300.22 21,137.37

１株当たり配当金（円） 4,000.00 0.00 0.00

１株当たり純資産（円） 88,999.72 47,705.86 68,823.27

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 

(２) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成23年５月31日現在） 

 
株式数 

発行済株式に 

対する比率 

発 行 済 株 式 数 21,027株 100％

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数
1,294株 6.15％

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数
－ －

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数
 －  －
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(３) 最近の株価の状況 

  ①最近３年間の状況 

 平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期 

始 値（円） 238,000 206,700 137,200

高 値（円） 289,000 234,700 349,500

安 値（円） 57,000 61,000 132,000

終 値（円） 210,700 139,000 182,900

   (注)株価は、平成22年10月12日よりＪＡＳＤＡＱにおけるものであり、それ以前は

大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

 

②最近６ヶ月間の状況 

 平成23年

２月 

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

始 値（円） 249,500 334,000 235,000 219,600 182,100 164,300

高 値（円） 349,500 337,000 257,800 222,000 186,400 183,500

安 値（円） 247,000 136,000 210,000 180,000 154,100 128,900

終 値（円） 332,000 230,000 219,600 182,900 161,000 140,000

   (注)株価は、ＪＡＳＤＡＱにおけるものです。 

 

③発行決議日前営業日における株価 

 平成23年８月５日現在 

始 値 （ 円 ） 135,000

高 値 （ 円 ） 142,000

安 値 （ 円 ） 126,000

終 値 （ 円 ） 142,000

   （注）株価は、ＪＡＳＤＡＱにおけるものです。 

 

(４) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 
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１０. 発行要項 

(１) 発行新株式数   普通株式1,178株 

(２) 発行価額    １株につき149,855円 

(３) 発行価額の総額   176,529,190円 

(４) 資本組入額   １株につき74,928円 

(５) 資本組入額の総額   88,265,184円 

(６) 申込期日       平成23年８月24日 

(７) 払込期日       平成23年８月24日 

(８) 割当予定先及び割当株式数  第三者割当の方法によりグリーに1,178株を割り

当てる予定であります。 

(９) その他              上記各号については、金融商品取引法による届出         

の効力発生を条件とします。 

以上 


