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1.  平成24年4月期第2四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年4月期第2四半期 10,454 △12.8 △137 ― △225 ― △316 ―

23年4月期第2四半期 11,990 △11.0 6 △97.5 △63 ― △296 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年4月期第2四半期 △23.15 ―

23年4月期第2四半期 △21.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 13,808 104 0.8
23年4月期 14,273 △377 △2.6

（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  104百万円 23年4月期  △377百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

Ａ種優先株式に係る配当の状況は、3ページに記載しております。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年4月期 ― 0.00

24年4月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,500 △8.8 △609 ― △722 ― △1,212 ― △88.54



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期2Q 13,791,680 株 23年4月期 13,790,880 株

② 期末自己株式数 24年4月期2Q 102,959 株 23年4月期 102,919 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 13,688,412 株 23年4月期2Q 13,688,021 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあったての注意事項等については、添付資
料Ｐ3「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 



Ａ種優先株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なるＡ種優先株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金額総額は以下のと

おりであります。 

 

年間配当金  

第１四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 合計 

 

23 年４月期 

円 銭 

― 

円 銭

― 

円 銭

― 

円 銭 

― 

円 銭

― 

24 年４月期 ― 0.00    

24 年４月期(予想) ―  ― 0.00  0.00 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益、個人消費に一部持ち直しの兆しが見られ

たものの、厳しい雇用情勢、長期化する株価の低迷及び円高の進行など景気の先行きは不透明な状況で

推移いたしました。海外におきましても、ヨーロッパに端を発した金融不安、アメリカの景気低迷、中

東情勢の混乱などから世界的な景気減速懸念が強まり依然としてデフレ傾向が続いております。  

  

このような状況の中、眼鏡小売業界におきましてもここ数年の価格表示の明朗性・均一性や低価格を

謳った業態の急速な台頭による「価格競争」の激化等、競争環境が大きく変わるなど転換期を迎えてお

ります。また、景況感の悪化から、消費者の節約志向・低価格志向もより顕著となり、消費動向の低迷

による買い替えサイクルの長期化や低価格による販売価格下落の進行などを背景に、眼鏡小売市場が縮

小、さらには東日本大震災を起因とした企業の輪番操業に伴う休暇の分散化及び長期化等による消費行

動への影響を受け、既存店の伸びを圧迫するなど、厳しい経営状況が続いております。 

  

このような経済環境及び経営環境のもと、当第２四半期累計期間の営業施策としましては、ライフス

タイルに適った機能性商品の開発に注力してまいりました。また、メーカーとのタイアップにより「エ

アフィット」・「エバーフォース」・「ベータプラ」・「ロックベリーズ」・「リンクスキン」といっ

た当社独自の商品を戦略商品と位置づけ、前面に打ち出し広告宣伝等販売強化に努めました。 

今後におきましても、高機能フレームの開発を始め、当社の「フレームオンリープライス」の認知度

の向上、眼鏡専門店チェーンとして従来からの技術力の強化及び快適な視力補正の適切なアドバイスの

提供並びに多様化したお客様のニーズに答えることが出来るコンサルティング販売の強化を推し進めて

まいります。 

  

経費面におきましても、徹底したコスト削減を図り販売管理費の圧縮に努めてまいります。 

   

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高10,454百万円（前年同四半期累計期間比12.8％

減）、営業損失137百万円（前年同四半期累計期間は営業利益６百万円）、経常損失225百万円（前年同

四半期累計期間は経常損失63百万円）、四半期純損失316百万円（前年同四半期累計期間は四半期純損

失296百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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（資産、負債及び純資産の状況）  

流動資産は、前事業年度末に比べて275百万円減少し4,528百万円となりました。これは、現金及び預

金が105百万円増加しましたが、売掛金が128百万円及び商品が159百万円減少したこと等によるもので

あります。 

   

固定資産は、前事業年度末に比べて186百万円減少し9,267百万円となりました。これは、有形固定資

産が65百万円減少、敷金及び保証金が59百万円減少及び投資有価証券が31百万円減少したこと等による

ものであります。 

   

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて465百万円減少し13,808百万円となりました。 

   

流動負債は、前事業年度末に比べて775百万円増加し10,396百万円となりました。これは、支払手形

が210百万円減少しましたが、１年内返済予定の長期借入金が865百万円増加したこと等によるものであ

ります。 

   

固定負債は、前事業年度末に比べて1,723百万円減少し3,306百万円となりました。これは、長期借入

金が876百万円減少及び関係会社借入金が800百万円減少したこと等によるものであります。 

   

この結果、負債は、前事業年度末に比べて947百万円減少し13,703百万円となりました。 

   

純資産は、前事業年度末に比べて482百万円増加し104百万円となりました。これは、平成23年７月27

日に実行された第三者割当による増資により資本金が400百万円及び資本準備金が400百万円増加しまし

たが、四半期純損失316百万円を計上したこと等によるものであります。 

   

平成24年4月期の通期業績予想につきまして、平成23年６月10日に発表いたしました業績予想数値を

修正しております。詳細につきましては、平成23年12月９日付「特別利益及び特別損失の発生及び平成

24年４月期第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）追加情報 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

  

当社は、前事業年度まで４期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、前事業年度

末には、377百万円の債務超過となっておりました。  

しかしながら、当第１四半期会計期間に当社の代表取締役会長である田中邦興が株主及び代表取締役

となっている有限会社ビック商事を割当先とし、当該割当先が当社に対して有する金銭債権８億円を現

物出資財産として社債型優先株式を発行するデット・エクイティ・スワップによって、払込金額総額８

億円の増資を行いましたことにより、債務超過は解消されているものの当第２四半期累計期間におきま

しても営業損失137百万円、経常損失225百万円及び四半期純損失316百万円を計上しております。当該

状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく策定した事業計画を継続しつつ追加の諸施策を策定し、粛々と実行し

ております。 

   

また、当社は金銭消費貸借契約及びシンジケート・ローン契約等の約定弁済スケジュールが早い事か

ら当面の資金繰りの安定化を図る目的で全取引金融機関に対し、平成23年12月末までの間、全借入契約

の元本の返済猶予を要請し全取引金融機関からの同意を得ております。 

  

しかしながら、当社は当該状況を解消すべく策定した事業計画を粛々と実行しておりますが、経営環

境の悪化及び収益体質の改善が進まない場合もあり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められます。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 921,090 1,026,852 

売掛金 650,818 522,067 

商品 2,481,178 2,321,522 

貯蔵品 43,959 37,476 

前渡金 36 1,722 

前払費用 415,838 477,761 

未収入金 276,542 117,458 

その他 21,807 32,989 

貸倒引当金 △6,828 △9,165 

流動資産合計 4,804,443 4,528,685 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,871,593 5,864,115 

減価償却累計額 △4,539,677 △4,590,850 

建物（純額） 1,331,915 1,273,264 

構築物 862,574 787,903 

減価償却累計額 △705,934 △640,824 

構築物（純額） 156,640 147,079 

車両運搬具 32,441 32,441 

減価償却累計額 △30,831 △31,045 

車両運搬具（純額） 1,609 1,395 

工具、器具及び備品 2,873,803 2,857,257 

減価償却累計額 △2,652,552 △2,667,251 

工具、器具及び備品（純額） 221,250 190,005 

土地 1,154,678 1,189,114 

有形固定資産合計 2,866,094 2,800,860 

無形固定資産   

商標権 1,793 1,625 

ソフトウエア 133,998 124,463 

電話加入権 35,475 35,475 

その他 5,227 5,227 

無形固定資産合計 176,494 166,792 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 45,955 14,907 

出資金 1,184 944 

従業員に対する長期貸付金 4,120 3,288 

長期前払費用 150,013 128,316 

長期未収入金 150,222 152,498 

敷金及び保証金 5,913,009 5,853,772 

長期預金 200,000 200,000 

その他 37,533 37,359 

貸倒引当金 △90,582 △90,773 

投資その他の資産合計 6,411,456 6,300,313 

固定資産合計 9,454,045 9,267,966 

繰延資産   

社債発行費 14,846 11,484 

繰延資産合計 14,846 11,484 

資産合計 14,273,335 13,808,136 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,924,509 1,713,650 

営業外支払手形 146,884 78,748 

買掛金 993,836 850,104 

短期借入金 3,102,665 3,645,087 

1年内返済予定の長期借入金 2,144,288 3,009,699 

1年内償還予定の社債 143,000 143,000 

未払金 214,947 121,376 

未払費用 632,587 631,135 

未払法人税等 136,896 87,622 

前受金 73,360 31,336 

預り金 74,346 27,788 

前受収益 1,368 1,809 

その他 32,464 55,483 

流動負債合計 9,621,155 10,396,842 

固定負債   

社債 1,356,500 1,285,000 

長期借入金 1,221,700 345,051 

関係会社借入金 800,000 － 

株主、役員に対する長期債務 299,700 294,700 

退職給付引当金 1,231,039 1,262,500 

長期預り保証金 47,537 50,057 

その他 73,419 69,210 

固定負債合計 5,029,897 3,306,520 

負債合計 14,651,052 13,703,363 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,532,360 1,932,360 

資本剰余金   

資本準備金 1,467,880 1,867,880 

資本剰余金合計 1,467,880 1,867,880 

利益剰余金   

利益準備金 19,350 19,350 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,092,710 5,092,710 

繰越利益剰余金 △8,423,581 △8,740,449 

利益剰余金合計 △3,311,520 △3,628,389 

自己株式 △66,799 △66,804 

株主資本合計 △378,080 105,045 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 363 △272 

評価・換算差額等合計 363 △272 

純資産合計 △377,716 104,773 

負債純資産合計 14,273,335 13,808,136 
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 11,990,374 10,454,676 

売上原価 4,085,694 3,438,551 

売上総利益 7,904,679 7,016,124 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,339,144 2,131,715 

退職給付費用 72,629 61,701 

地代家賃 2,232,583 2,065,404 

引当金繰入額 8,100 2,528 

その他 3,245,888 2,892,726 

販売費及び一般管理費合計 7,898,346 7,154,075 

営業利益又は営業損失（△） 6,333 △137,950 

営業外収益   

受取利息 2,625 2,103 

受取配当金 467 356 

集中加工室管理収入 21,346 23,813 

その他 16,345 9,127 

営業外収益合計 40,784 35,401 

営業外費用   

支払利息 84,964 92,576 

その他 25,548 30,104 

営業外費用合計 110,513 122,680 

経常損失（△） △63,395 △225,229 

特別利益   

固定資産売却益 24,873 46,609 

会員権買取益 16,982 － 

受取補償金 18,672 1,089 

その他 2,200 － 

特別利益合計 62,728 47,698 

特別損失   

固定資産除却損 5,713 384 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30,845 － 

店舗構造改革費用 87,597 354 

事業構造改革費用 23,872 54,019 

投資有価証券評価損 9,704 － 

ゴルフ会員権評価損 4,700 360 

社債償還損 44,642 － 

店舗閉鎖損失 17,581 － 

固定資産契約解除損 － 25,565 

その他 11,031 4,480 

特別損失合計 235,688 85,163 

税引前四半期純損失（△） △236,355 △262,695 

法人税、住民税及び事業税 60,125 57,422 

過年度法人税等戻入額 － △3,248 

法人税等合計 60,125 54,173 

四半期純損失（△） △296,480 △316,868 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △236,355 △262,695 

減価償却費 221,905 144,623 

長期前払費用償却額 33,265 29,119 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,555 31,460 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,100 2,528 

受取利息及び受取配当金 △3,092 △2,459 

支払利息 84,964 92,576 

固定資産売却損益（△は益） △24,873 △46,609 

受取補償金 △18,672 △1,089 

会員権買取益 △16,982 － 

固定資産除却損 5,713 384 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30,845 － 

店舗構造改革費用 87,597 354 

事業構造改革費用 23,872 54,019 

投資有価証券評価損益（△は益） 9,704 － 

ゴルフ会員権評価損 4,700 360 

社債償還損 44,642 － 

店舗閉鎖損失 17,581 － 

固定資産契約解除損 － 25,565 

売上債権の増減額（△は増加） △57,648 128,750 

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,003 166,138 

仕入債務の増減額（△は減少） 316,382 △354,591 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,773 △48,750 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △167,012 △226,617 

その他 95,599 89,261 

小計 523,022 △177,670 

利息及び配当金の受取額 798 541 

利息の支払額 △108,922 △98,874 

法人税等の支払額 △121,613 △117,944 

法人税等の還付額 235 3,710 

その他 △54,014 △54,096 

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,505 △444,334 
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,077 △13,012 

有形固定資産の売却による収入 308,870 28,319 

無形固定資産の取得による支出 △16,128 △19,154 

敷金及び保証金の差入による支出 △30,346 △1,230 

敷金及び保証金の回収による収入 109,994 76,131 

長期前払費用の取得による支出 △32,699 △10,349 

その他 502 33,559 

投資活動によるキャッシュ・フロー 309,115 94,262 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,390,265 542,422 

長期借入れによる収入 99,800 － 

長期借入金の返済による支出 △1,127,256 △11,237 

社債の償還による支出 △1,825,300 △71,500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,329 △3,809 

配当金の支払額 △111 △38 

その他 － △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,932 455,832 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,688 105,761 

現金及び現金同等物の期首残高 1,222,881 921,090 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,304,570 1,026,852 
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当社は、前事業年度まで４期連続の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、当第

２四半期累計期間においても、営業損失137百万円、経常損失225百万円及び四半期純損失316百万円を

計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。 

  

当社は、当該状況を解消すべく策定した事業計画を粛々と継続してまいりましたが、平成24年４月期

における経営成績及び財政状態の見込みに鑑み、当面の資金繰りの安定化を図る目的で、当社は全取引

金融機関に対して、平成23年６月末日から同年12月末日までに返済期日が到来する借入契約等について

同年12月末日までに期間延長と元本の返済猶予を要請し、同意を得ております。 

このような中、平成22年４月期において策定した、①コア事業への経営資源の集中、②業績不振店の閉

鎖、③収益体質の改善、④財務体質の改善を骨子とする新「事業計画」を継続しつつ、平成23年４月期

以降において、追加の諸施策として、①戦略商品投入による売上増加、②売上原価率の改善、③財務体

質の改善、④資本の増強に関する施策を定め、粛々と実行しております。 

  

しかしながら、経営環境の悪化及び収益体質の改善が進まない場合もあり、現時点において継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社は、平成23年11月18日の取締役会において第三者割当によるＡ種劣後株式の発行及び新株予約権

付ローンに係る第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約権及び第４回新株予約権の発行

を行うことを平成23年12月27日開催予定の当社の臨時株主総会に付議することを決議いたしました。 

Ⅰ.第三者割当増資 

募集の概要 

 Ａ種劣後株式の概要 

① 払込期日                       平成23年12月28日 

② 発行新株式数                Ａ種劣後株式 30,318,181株 

③ 発行価額                      １株につき 金44円 

④ 発行価額の総額                     1,333,999,964円 

⑤ 資本組入額                     １株につき 金22円 

⑥ 資本組入額の総額                     666,999,982円 

⑦ 募集又は割当方法（割当予定先）               第三者割当 

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人

数投資家向け                        12,787,262株 

 AP Cayman Partners II, L.P.                 8,923,180株 

 Japan Ireland Investment Partners              7,754,986株 

 フォーティーツー投資組合                   852,753株 

⑧ その他  

前各号については、平成23年12月27日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主

総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の

増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容とする定款の一部

変更に関する議案の承認、上記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株

予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取

引法による届出の効力発生を条件とする。 

Ⅱ．新株予約権付ローン 

当社は、割当予定先に対してＢ種劣後株式を新株予約権の目的とする本新株予約権を発行し、かつ当

該割当予定先との間で平成23年12月27日付で金銭消費貸借契約（以下総称して「本ローン契約」といい

ます。）を締結する予定です。本新株予約権の行使期間は割当日である平成23年12月28日から約３年４

ヶ月後である平成27年４月30日であり、Ｂ種劣後株式１株あたり当初64円の行使価額により本ローン契

約に基づく貸金元本債権の全部又は一部（以下総称して「本ローン元本債権」といいます。）を現物出

資の財産として本新株予約権を行使することができます。 

 また、Ｂ種劣後株式は、剰余金の配当は行われず、残余財産の分配についても、普通株式に劣後して

行われます。Ｂ種劣後株式は議決権を有しております。そして、Ｂ種劣後株式には、本新株予約権の行

使により初めてＢ種劣後株式が発行された日の１年後の日以降いつでも、当社に対して、その有するＢ

種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はその取得と引換え

にＢ種劣後株式１株につき当社の普通株式１株を交付する旨の取得請求権を付しております。  

（６）重要な後発事象
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本ローン契約につきましては、以下の概要で契約・実行する予定となっております。 

 
第三者割当による第１回乃至第４回新株予約権の概要 

  

１.発行期日             平成23年12月28日 

  

２.新株予約権の総数           10,406,250個 

 第１回新株予約権            4,389,030個 

 第２回新株予約権            3,062,745個 

 第３回新株予約権            2,661,780個 

 第４回新株予約権             292,695個 

  

３.発行価額                   ０円 

  

借入人 株式会社メガネスーパー

各貸付人及び

各貸付元本額

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限
付分除外少人数投資家向け                                 280,897,920円
AP Cayman Partners II, L.P.                    196,015,680円

Japan Ireland Investment Partners               170,353,920円

フォーティーツー投資組合                        18,732,480円

各契約締結日 平成23年12月27日

各貸付実行日 平成23年12月28日

各満期日 平成29年12月27日（一括返済）

任意期限前弁済 借入人の任意により本ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。

新株予約権の行使 本新株予約権が行使され、本ローン元本債権が出資された場合、行使された本新株予

約権に係る本ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ当社に給付されたものとみな

す。

担保提供 借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借入人が取

得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等

その他 本新株予約権と本ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるような仕組みとし

ています。

１1.本ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、本ローン元本債

権の全部が消滅した日以降、本新株予約権の行使はできないものとする。また、割当

予定先との契約により、本ローン元本債権の一部が返済その他の理由により消滅した

場合、当社は、当該消滅額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める

予定である。

2.本ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行されなかった場合、

本新株予約権の行使はできないものとする。

3.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認

を要するものとする。また、本ローン契約において、本ローン契約に係る貸付人は、

本ローン元本債権を譲渡額に応じて決定される一定の数の本新株予約権とともにしか

譲渡できない旨を定める予定であり、事実上、本ローン元本債権と本新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。
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４.募集又は割当方法（割当予定先）     第三者割当 

第１回新株予約権  投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間

転売制限付分除外少人数投資家向け 

 第２回新株予約権  AP Cayman Partners II, L.P.  

 第３回新株予約権  Japan Ireland Investment Partners 

 第４回新株予約権  フォーティーツー投資組合 

  

５.当該発行による潜在株式数 

各新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金64円（以下「出資金額」という。）を

その時有効な行使価額で除して得られる 大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときはこ

れを切り捨て、現金による調整は行わない。）。各新株予約権の新株予約権者が各新株予約権複数個

の行使を同時に行った場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者による行使

に係る各新株予約権の合計数に出資金額を乗じて得られる金額を上記の行使価額で除して得られる

大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。）。 

  

６.調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額） 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記記載の割当予定先である投資事業有限責任組

合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け他３法人

及び当社の間の平成23年12月27日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権の全部又は一部とし、

その価額は、新株予約権１個につき、金64円とする。 

      

７.行使価額 

行使価額は、当初金64円とする。 

 かかる行使価額は、割当日以降、新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」とい

う。）において、次に定める算式により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金額に修正される。 

  

 
     

８.その他 

前各号については、平成23年12月27日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普通株式に係る種類株

主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総

数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容とする定款

変更に関する議案の承認、上記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新

株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、並びに本新株予約権の発行に係る金融商

品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

  

修
正 
基
準
額

 
＝

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。）
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における
当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）

× 0.9

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）
までの日数
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Ⅲ．募集の目的及び理由 

今後の当社の事業再生及び持続的成長を図るために、事業再生の専門家であるアドバンテッジパー

トナーズ有限責任事業組合のリーダーシップの下で、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本的な

改善を行うための抜本的な事業再生計画の実行が必要との判断に至り、第三者割当増資及び新株予約

権付ローンの締結を行うことといたしました。 

     

Ⅳ．その他重要な事項  

本第三者割当増資及び本新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行により、投資事業有限責任組

合アドバンテッジパートナーズⅣ号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け、AP 

Cayman Partners II, L.P. 、Japan Ireland Investment Partners、フォーティーツー投資組合は、

当社の「その他の関係会社」に該当することが見込まれます。  
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