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平成24年５月17日 

 

各   位 

会 社 名 ケンコーコム株式会社 

代表者名 代表取締役  後藤  玄利 

（コード番号 3325 東証マザーズ） 

問合せ先 
取 締 役 

執行役員管理本部長  
樋口 宣人 

TEL 092-737-0824（代表） 

 

 

楽天株式会社との資本業務提携に関する合意及び第三者割当による新株式発行 

並びに主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成24年５月17日開催の取締役会において、以下のとおり、楽天株式会社との間の資本業務提携に関

する合意書（以下「本合意書」といいます。）の締結、及び同社に対する第三者割当による新株式の発行（以下「本

第三者割当」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 また、本第三者割当により、当社の主要株主である筆頭株主及び親会社の異動が見込まれるため、併せてお知

らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 資本業務提携に関する合意のお知らせ 

１．資本業務提携に関する合意の目的及び理由 

当社は、平成６年11月にダイレクトメールを用いた健康食品の通信販売を主たる事業とする株式会社ヘルシ

ー・ネットとして設立され、平成12年５月に健康食品の総合通信販売を行うウェブサイト「ケンコーコム」によ

るサービスを開始して以降は、健康関連のＥコマース業界におけるリーディングカンパニーとして成長してまい

りました。 

当社の事業領域である日本における健康関連のＥコマース業界は、将来の成長が期待できる有望なマーケット

であります。当社は、業界でのポジションを確固たるものとするために、取扱商品数の拡充やお客様のニーズに

迅速に対応するための施策の充実を図るなど、中長期的な成長を重視した企業戦略を推進しております。そして、

今後見込まれる出荷件数の増大及び取扱商品数の増加に対応するためには、物流拠点の拡充及び情報システム全

般の刷新が必要となります。このような物流インフラや情報システムの拡充は、顧客サービスの向上が達成され

る結果、顧客基盤及び売上の拡大にも寄与するものであります。 

当社としては、健康関連のＥコマース業界における競争力向上のためには財務基盤の強化が必要であると認識

しており、楽天株式会社に対する第三者割当増資を実施することを選択いたしました。楽天株式会社はＥコマー

ス業界における知見を有していること、割当予定先のインターネットユーザーへの知名度及び「楽天市場」にお

ける集客力と当社が培ってきた物流システム及び顧客サービスのノウハウを活用することによって、両者の強み

を活かした新たなＥコマース事業を展開することが可能であることから、当社は、割当予定先との資本業務提携

によって、将来の成長が期待できる日本における健康関連のＥコマース業界におけるポジションを確固たるもの

とすることができると判断いたしました。 

このように、当社及び楽天株式会社は、楽天株式会社が当社に資本参加することを通じて、両社の事業基盤を

活用し、高いシナジー効果の創出が期待できる健康関連商品及びその関連分野における競争力向上と業界活性化

への取組みを共に検討し、両社の企業価値を高めることを目的として、本合意書を締結するに至った次第であり

ます。 
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２．資本業務提携に関する合意の内容 

（１）資本提携の内容 

当社は、本第三者割当により、楽天株式会社を割当先として当社の普通株式27,706株（本第三者割当後の所有

議決権割合40.75％、発行済株式総数に対する割合40.48％）を発行する予定であり、楽天株式会社は、本第三者

割当により発行する株式を全て引き受けます。本第三者割当の具体的内容につきましては、「Ⅱ 第三者割当によ

る新株式の発行」をご参照ください。 

 

（２）業務提携に関する協議内容 

当社及び楽天株式会社は、既存の当社の経営体制及び経営方針を尊重しつつ、健康食品等の販売拡充のための

協働、バックエンドシステム及び物流の共同運営の可能性の検討、海外業務展開の可能性の検討、医薬品ネット

販売事業の強化、並びにその他両者間で合意する事項について、業務提携の協議を実施する旨を合意しておりま

す。 

また、当社及び楽天株式会社は、本第三者割当に係る出資契約において、平成24年６月26日開催予定の当社の

第18期定時株主総会に、楽天株式会社が指名する者４名を取締役候補者に含む取締役選任議案を提出する旨を合

意しております。 

 

３．提携先の概要 （平成23年12月31日現在） 

（１）名称 楽天株式会社 

（２）所在地 東京都品川区東品川四丁目12番３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 三木谷浩史 

（４）事業内容 インターネット・ショッピングモール『楽天市場』等の運営 

（５）資本金 107,959百万円 

（６）設立年月日 平成９年２月７日 

（７）発行済株式数 13,194,578株 

（８）決算期 12月期 

（９）従業員数 7,615名（連結） 

（10）主要取引先 一般顧客、法人等 

（11）主要取引銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信
託銀行株式会社 

（12）大株主及び持株比率 株式会社クリムゾングループ 17.16％ 

（13）当事会社間の関係 

 

資本関係 
当該会社は、100%子会社であるＲＳエンパワメント株式会社を通して、
当社の普通株式7,480株を間接保有しています。 

人的関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、
当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には
特筆すべき人的関係はありません。 

取引関係 
割当予定先の楽天株式会社は当社の取引先であります。楽天株式会社が
運営するオンラインモール内に当社は支店を出店して健康関連商品の販
売を行い、出店料及び販売手数料をモール運営者に支払っております。

関連当事者への該当状況 
当該会社は、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及
び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には特筆すべき人的
関係はありません。 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く） 

決算期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

連結純資産 218,619 249,233 234,985

連結総資産 1,759,236 1,949,516 1,914,561

１株当たり連結純資産（円） 15,527.21 18,160.62 17,390.59

連結売上高 298,252 346,144 379,900

連結営業利益 56,649 63,766 71,343
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連結経常利益 54,890 62,301 68,822

連結当期純利益 53,564 34,956 △1,139

１株当たり連結当期純利益（円） 4,092.17 2,666.28 △86.80

１株当たり配当金（円） 100.00 200.00 250.00

 

４．日程 

（１）取締役会 平成24年５月17日 

（２）資本業務提携に関する合意書締結 平成24年５月17日 

（３）払込期日・提携先への新株式発行 平成24年６月19日 

 

５．今後の見通し 

「Ⅱ 第三者割当による新株式の発行 ８．今後の見通し」をご参照ください。 
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Ⅱ 第三者割当による新株式の発行 

１．募集の概要 

（１）払込期日 平成24年６月19日 

（２）発行新株式数 普通株式 27,706株 

（３）発行価額 １株につき 金54,943円 

（４）調達資金の額 1,522,250,758円 

（５）資本組入額 １株につき 金27,472円 

（６）募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 

（７）割当予定先 楽天株式会社 

（８）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。 

本第三者割当に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

における株式取得に関する計画届出書を、本第三者割当の割当予定先が公

正取引委員会に平成24年５月17日に提出しており、同日付で受理されまし

たので、当該届出書受理日から30日間を経過した日以降である平成24年６

月19日を払込期日としています。 

 

２．募集の目的及び理由 

不特定多数の消費者を顧客とするＥコマース事業では、取扱商品数の拡充やお客様のニーズに迅速に対応する

ための施策の充実を図る必要があり、そのためには、物流拠点の増設や、当社の物流インフラや情報システムの

拡充を実現する必要があります。かかる一連の物流インフラ及び情報システムに係る新規設備投資等のために必

要とする資金調達におきましては、間接金融なども検討いたしましたが、調達価額に対する費用の負担を考慮し、

資本性の資金で対応すべきであると考えております。また、資金調達にあたり公募増資や株主割当増資などを種々

検討いたしましたが、調達の確実性及び費用の負担を考慮し、第三者割当増資による資金調達を選択しました。 

当社は、割当予定先との間で、本第三者割当を行うと共に業務提携を行い、当社の持つ物流システム及び顧客

サービスのノウハウと、割当予定先の持つ集客機能という相互の強みを相互補完して、将来の成長が期待できる

日本における健康関連のＥコマース業界におけるポジションを確固たるものとすることができると判断しており

ます。同時に、当社は、割当予定先との業務提携が、割当予定先の集客機能を利用して、当社の新規Ｅコマース

事業における成長を強く押し進めて当社の企業価値を向上させることができると判断しております。 

もっとも、本第三者割当により発行される新株式に係る議決権の数は27,706個であり、平成24年５月17日現在

の当社の総株主の議決権数40,276個に対する割合は68.79％に相当することから、短期的には、持分割合の希薄化

及び当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 

しかし、上記のとおり、本第三者割当及び割当予定先との業務提携は、当社と割当予定先との相互の強みを活

かすことによって日本における健康関連のＥコマース業界におけるポジションを確固たるものとすることを目指

すものであることから、かかる目的を実現するためには、相当程度、資本性の資金の調達を行う必要があります。

また、「５．発行条件等の合理性に関する考え方」に記載のとおり、当社においては、本第三者割当による発行株

数及び希薄化の規模についても合理的なものであると判断しております。 

 

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（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

1,522,250,758 22,227,975 1,500,022,783 

（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。 

２．発行諸費用の内訳は、登録免許税5,327千円、アドバイザリー費用、弁護士費用及びその他諸費用で

16,900千円を予定しております。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額1,500百万円の使途については、物流拠点の拡充に670百万円、システムの整備・更改費用

として550百万円、海外事業における投資等として280百万円を充当する予定です。 

当社の事業領域である日本における健康関連のＥコマース業界は、将来の成長が期待できる有望なマーケット

であります。当社は、業界でのポジションを確固たるものとするために、取扱商品数の拡充やお客様のニーズに

対応するための施策の充実を図り、売上高の拡大に取組んでおります。今後は、健康関連のワンストップショッ

プとして唯一無二の存在となることを目指しておりますが、これにより想定される出荷件数の増大及び取扱商品

数の増加に対応するためには、物流拠点の拡充は不可欠であると考えております。具体的には、物流ネットワー

クの増強について400百万円、自動梱包ラインの導入について200百万円、什器や備品類の購入等について70百万

円投資する予定です。なお、払込後、直ちに物流ネットワークの増強計画の実行に移る予定でございますが、効

率的な物流拠点の拡張を行うための在庫配置シミュレーションや輸送体制の検討、各物流センター内のレイアウ

トや稼働時の人及び物の連携の検討を実施し、具体的な設計を開始するまでに最低でも２か月の時間が必要とな

るため、本件の支出予定時期は、平成24年９月から平成25年６月までを予定しております。 

システムの整備・更改費用につきましては、業容の拡大に伴って商品数、取引先数及び顧客数が拡大している

ことから一層の業務の効率化と安定化を図るべく、そして今後の更なる成長も視野に入れ、社内システムの整備・

更改が不可避と考えております。具体的には、今後の更なる物流拠点の拡充にも対応可能な拡張性を持たせるた

めの倉庫管理システムの刷新に155百万円、現在導入中のＥＲＰ（統合業務）システムと連携するデータ分析シス

テムの新規導入に100百万円、増加し続ける受注件数に安定して対応するための受注システムの刷新等に160百万

円、その他のシステム増強に135百万円を予定しております。なお、本件の支出予定時期は平成24年12月以降とし

ておりますが、これは平成24年８月に供用開始予定であるＥＲＰシステムの導入完了後に各システムの整備・更

改プロジェクトを開始するためです。 

 海外事業につきましては、現在当社では、Ｅコマースの成長が著しい中国及び東南アジア市場において、早期

に拠点を築き、日本の健康関連商品の流通企業として参入し、シェアを獲得していくことを意図しております。

中国においては既に現地企業との合弁会社を設立し、中国向けに健康関連商品を販売するサイトを平成24年８月

に立ち上げる予定としておりますが、その業務拡大のための資金として100百万円を投資する予定です。また、東

南アジア地域においても同様に拠点の設立を予定していますが、そのマーケティング費用やシステム投資のため

の資金として80百万円を充当する予定です。さらに、既存の海外子会社についても事業範囲や取扱規模の拡大を

予定しており、そのための海外における物流拠点の拡張やシステム投資、在庫資金等として100百万円を投資する

予定です。支出予定時期といたしましては、平成24年10月から平成25年９月を予定しております。 

なお、上記のとおり、本手取金についての支出予定時期は、平成24年９月以降となっているため、段階的な資

金調達も考えられるところであります。しかし、上記のとおり物流ネットワークの具体的な概要が決定されるま

でには最低でも２か月の時間が必要であり、他方で、Ｅコマース業界を含むインターネットビジネスの世界にお

いては、次々と新たなサービスやビジネスモデルが開発されており、新規事業を行う際にもそのスピードが極め

て重要と考えております。可能な限り早いタイミングで資金を確保し、双方の計画を同時に進行させるために、

必要な規模の資金調達を行うことを決定いたしました。 

また、支出時期までの資金管理につきましては、当社の銀行口座にて行う予定であります。 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 当社は、本第三者割当により調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）

調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、物流拠点の拡充、システムの整備・更改、海外事業における投

資等に充当する予定であります。 

これらの資金使途に関しましては、積極的に事業拡大し、安定的な収益基盤を構築する資金使途として合理的

であると判断しております。 

 



- 6 - 

 

５．発行条件等の合理性に関する考え方 

（１）発行価額の算定根拠 

本第三者割当の発行価格につきましては、本件に関する取締役会決議の直前営業日（平成24年５月16日）から

過去１ヶ月間の株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値の出来高加重平均値である54,943円といたし

ました。最近１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間に株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値の各単純平均

値を比較することも検討いたしましたが、最近の当社株式の株価及び出来高の急激な変動状況を鑑みて、最近１

ヶ月の出来高加重平均値を採用することが投資家への影響が一番少ないと判断して、算定根拠として選択いたし

ました。また、当該発行価格につきましては、過去１ヶ月間の終値の単純平均値45,818円からのプレミアム率が

19.92％、過去３ヶ月間の終値の単純平均値42,608円からのプレミアム率が28.95％、過去６ヶ月間の終値の単純

平均値40,841円からのプレミアム率が34.53％、直前営業日の終値40,200円からのプレミアム率が36.67％であり

ます。 

かかる発行価格の算定根拠につきましては、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱に関する指針」に準拠

するとともに、当社を取り巻く事業環境、最近の業績や資本充実の必要性を踏まえ、割当予定先との協議の結果

決定いたしました。 

なお、新株式の発行価格の決定については、社外監査役２名を含む監査役４名全員が、以下の旨の意見を述べ

ております。すなわち、発行価格は割当予定先に特に有利な発行価格に該当しない旨の取締役会の判断について、

当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準とし、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱に

関する指針」に準拠したものであり、法令に違反する重大な事実は認められず、特に有利な発行価格には該当し

ないということであります。 

 

（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  

現在の発行済み株式総数は40,735株であり、総議決権数は40,276個であります。本第三者割当増資による新規

議決権数は27,706個であり、発行済株式総数の68.02％（議決権割合で68.79％）に相当し、株式の希薄化が生じ

ることになります。しかしながら、本第三者割当は財務基盤を安定させるものであるとともに、今後の成長及び

企業価値向上に寄与するものと考えており、中長期的な観点からは、既存株主の利益につながるため、希薄化の

規模は合理的と考えております。調達の確実性及び費用を考慮すると第三者割当増資が最適であり、当該規模の

株式の希薄化は、合理的であると判断いたしました。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

ａ 割当予定先の概要 （平成23年12月31日現在） 

（１）名称 楽天株式会社 

（２）所在地 東京都品川区東品川四丁目12番３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 三木谷浩史 

（４）事業内容 インターネット・ショッピングモール『楽天市場』等の運営 

（５）資本金 107,959百万円 

（６）設立年月日 平成９年２月７日 

（７）発行済株式数 13,194,578株 

（８）決算期 12月期 

（９）従業員数 7,615名（連結） 

（10）主要取引先 一般顧客、法人等 

（11）主要取引銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信
託銀行株式会社 

（12）大株主及び持株比率 株式会社クリムゾングループ 17.16％ 

（13）当事会社間の関係 

 資本関係 
当該会社は、100%子会社であるＲＳエンパワメント株式会社を通して、
当社の普通株式7,480株を間接保有しています。 
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人的関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、
当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には
特筆すべき人的関係はありません。 

取引関係 
割当予定先の楽天株式会社は当社の取引先であります。楽天株式会社が
運営するオンラインモール内に当社は支店を出店して健康関連商品の販
売を行い、出店料及び販売手数料をモール運営者に支払っております。

関連当事者への該当状況 
当該会社は、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及
び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には特筆すべき人的
関係はありません。 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く） 

決算期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

連結純資産 218,619 249,233 234,985

連結総資産 1,759,236 1,949,516 1,914,561

１株当たり連結純資産（円） 15,527.21 18,160.62 17,390.59

連結売上高 298,252 346,144 379,900

連結営業利益 56,649 63,766 71,343

連結経常利益 54,890 62,301 68,822

連結当期純利益 53,564 34,956 △1,139

１株当たり連結当期純利益（円） 4,092.17 2,666.28 △86.80

１株当たり配当金（円） 100.00 200.00 250.00

（注）割当予定先である楽天株式会社は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場しており、同社が証

券取引所に提出している「コーポレートガバナンス報告書」の「Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 ２．

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」欄に記載されている「当社は、『楽天グル

ープ企業倫理憲章』において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当な要求に対しては断

固として社会的正義を貫くことを定めております。」との内容を確認し、当該割当予定先、その役員及び

主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。 

また、当社は「割当を受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」を株式会社東京証券

取引所に提出しており、当社の把握する限りにおいて、割当先、当該割当先の役員又は主要株主と暴力団

等とは一切関係がないことを確認しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社としては、健康関連のＥコマース業界における成長のために必要とする資金調達につきまして、間接金融

のほか公募増資や株主割当増資などを種々検討いたしましたが、調達の確実性及び費用の負担を考慮し、第三者

割当増資による資金調達を選択しました。そして、当社の事業方針に適合し、成長のためのパートナーとして適

切な割当先を選定しておりましたところ、100％子会社であるＲＳエンパワメント株式会社を通して既に当社の株

式を保有している割当予定先と、今後の方針に関して検討を行いました。 

当社は、平成12年５月に健康食品の総合通信販売を行うウェブサイト「ケンコーコム」によるサービスを開始

しましたが、その２ヶ月後の平成12年７月には割当予定先が運営するインターネット上のショッピングモールで

ある楽天市場に「ケンコーコム楽天支店」を出店するなど、割当予定先とは長くビジネス上の友好な関係を築い

ております。また、割当予定先はＥコマース業界における知見を有していること、割当予定先のインターネット

ユーザーへの知名度及び「楽天市場」における集客力と当社が培ってきた物流システム及び顧客サービスのノウ

ハウを活用することによって、両者の強みを活かした新たなＥコマース事業を展開することが可能であることか

ら、当社は、割当予定先との資本業務提携によって、将来の成長が期待できる日本における健康関連のＥコマー

ス業界におけるポジションを確固たるものとすることができると判断いたしました。 

また、当社は、割当予定先との資本業務提携が、割当予定先の集客機能を利用して、当社の新規Ｅコマース事

業における成長を強く押し進めて当社の企業価値を向上させることができると判断いたしました。このような認

識のもと、割当予定先との間で出資に関する条件等について協議・交渉を行ってまいりましたが、当社の中長期

的な成長を重視する戦略に対して理解が得られたことから、楽天株式会社を割当予定先として選定いたしました。 
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（３）割当予定先の保有方針 

当社は、本第三者割当について、割当予定先との間で平成24年５月17日付で締結した資本業務提携に関する合

意書に基づき、割当予定先が当社の株式について中長期の保有を行う方針であることを両社の取締役間で口頭に

て確認しております。また、割当予定先が発行日より２年以内に新株式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旨、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する旨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旨の確約を依頼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 

割当予定先が平成24年３月30日付で関東財務局長へ提出した第15期有価証券報告書の連結財務諸表に記載の売

上高（379,900百万円）、総資産額（1,914,561百万円）、純資産額（234,985百万円）及び現預金の額（88,989百万

円）及び同社が平成24年５月11日付で関東財務局長へ提出した第16期第１四半期報告書の連結財務諸表に記載の

売上高（98,706百万円）、総資産額（1,921,951百万円）、純資産額（243,658百万円）及び現預金の額（152,913百

万円）等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みについて十分な資産が存在することから、本件の払込み

に関して確実性があると判断しております。 

 

（５）その他の事項 

当社は、割当先である楽天株式会社との間で資本業務提携に関する合意書を締結しております。本提携の内容

につきましては「Ⅰ 資本業務提携に関する合意のお知らせ ２．資本業務提携に関する合意の内容」に記載の

とおりであります。 

その他重要な契約等はありません。 

 

７．募集後の大株主及び持分比率 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（株） 

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合 

割当後の 
所有株式
数（株） 

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の

割合 

楽天株式会社 
東京都品川区東品川  
4丁目12-3 

－ － 27,706  40.75%

ＲＳエンパワメント株式会社 
東京都品川区東品川  
4丁目12-3 

7,480 18.57% 7,480 11.00%

後藤 玄利 福岡県福岡市 7,480 18.57% 7,480 11.00%

三菱食品株式会社 
東京都大田区平和島 
6丁目1-1 

1,730 4.30% 1,730 2.54%

樋口 宣人 東京都世田谷区 1,145 2.84% 1,145 1.68%

植田 厚 神奈川県川崎市宮前区 1,120 2.78% 1,120 1.65%

オムロンヘルスケア株式会社 
京都府向日市寺戸町九
ノ坪53 

920 2.28% 920 1.35%

株式会社ニチレイフーズ 
東京都中央区築地 
6丁目19-20 

757 1.88% 757 1.11%

有限会社後藤散 大分県臼杵市二王座135 750 1.86% 750 1.10%

株式会社あらた 
千葉県船橋市海神町南 
1丁目1389 

730 1.81% 730 1.07%

株式会社大木 
東京都文京区音羽 
2丁目1-4 

730 1.81% 730 1.07%

株式会社 Paltac 
大阪府大阪市中央区 
南久宝寺町1丁目5-9 

730 1.81% 730 1.07%

株式会社リードヘルスケア 
福岡県北九州市小倉南
区下曽根新町13-1 

730 1.81% 730 1.07%

計 － 24,302 60.34% 52,008 76.50%
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（注）１．所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成 24 年３月 31 日現在の株主名簿及び

平成 24 年５月 17 日までに当社が確認した事項に基づき記載しております。 

   ２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成 24 年３月 31 日現

在の株主名簿をもとに、平成 24 年５月 17 日までに当社が把握した株式の異動状況及び今回の第三者割

当増資で増加予定の株式数を加算し、作成しております。 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当による業績に与える影響につきましては現在精査中であり、確定次第お知らせいたしますが、上

記「Ⅰ 資本業務提携に関する合意のお知らせ １．資本業務提携に関する合意の目的及び理由」にもあります

とおり、本資本業務提携により、新規設備投資等を行うことによって、新規のオンライン通信販売事業の成長に

よる売上高の増加や既存のサービス向上による売上の拡大が見込まれます。 

 

（企業行動規範上の手続きに関する事項） 

本第三者割当は、希薄化率が 25％以上であることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規

程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となります。 

当社は、株主総会を開催して株主の意思を確認する方法を選択することも検討いたしました。しかしなが

ら、株主総会において本第三者割当について決議を行うためには議案及び添付資料の作成等の準備に時間を

要するという一方で、Ｅコマース業界を含むインターネットビジネスの世界においては、次々と新たなサー

ビスやビジネスモデルが開発されており、新規事業を行う際にもそのスピードが極めて重要であり、可能な

限り早いタイミングで資金を確保し、早期に当社の物流インフラや情報システムの拡充を実現する必要があ

ると考えております。開催予定の定時株主総会までは本第三者割当の取締役会決議から１ヶ月余りあり、資

金調達の可否及びその金額が確定するまでの間は本第三者割当に係る資金使途の実現に向けた検討や割当予

定先との具体的な協業の検討が困難となります。次々と新たなサービスやビジネスモデルが開発されるイン

ターネットビジネスの世界では先行者利益を得ることが重要であり、競合他社により新たなサービスが行わ

れるリスクに鑑みると、可及的速やかに本第三者割当に係る資金使途の実現に向けた検討や割当予定先との

具体的な協業の検討を行うことが不可欠であると当社は考えており、この１ヶ月余りの機会損失は非常に大

きいものと受け止めております。また、四半期報告書（第 18 期第３四半期）に記載のとおり、当社グループ

には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、資金調達は早期かつ確

実に実行することが望ましいと考えております。したがって、本第三者割当については、可能な限り手続を

前倒しし、緊急に行う必要性が高いものと判断しました。  

そのため、当社は、当社の社外役員であり、かつ株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が

生じるおそれのない独立役員である当社の社外取締役小手川強二氏、社外取締役青山直美氏に加え、当社及

び楽天株式会社との間に利害関係のない社外有識者である弁護士の玄君先氏によって構成される第三者委員

会（以下、「本委員会」）を設置し、本第三者割当に関する諮問を行いました。 

当社は、本委員会に対して、当社グループの概要及び現状における財務状況や経営成績、金融機関との取

引状況、本第三者割当に係る募集株式発行の目的及び理由（割当予定先の選定理由を含みます。）、その他の

資金調達手段との比較、払込金額算定の根拠、調達資金の使途、発行数量及び株式の希薄化の規模、募集後

の大株主及び持株比率、今後の事業計画並びにその他必要と思われる事項と、本委員会からの質問事項に関

して詳細に説明を行い、本委員会はこれを踏まえ慎重に審議・検討を行いました。 

その結果、本委員会は、当社の取締役会に対して、①本第三者割当は、当社と割当予定先との業務提携に

よる当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであり、かかる提携を行う相手としては割当予定先であ

る楽天株式会社が最善であること、本第三者割当による調達資金は当社が事業を拡大する上で必要な投資に

充てられること等から本第三者割当の必要性が認められ、かつ、②資金調達方法の選択や割当予定先の選定

理由に相当性があること、希薄化の規模が合理的であること、払込金額が妥当であること等から本第三者割

当の相当性が認められる旨の平成 24 年５月 16 日付の意見書を提出しております。 
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以上の経緯を経て、当社取締役会は、本委員会から提出された答申を最大限尊重して、当社企業価値の向

上及び当社株主利益の確保その他本第三者割当に係る発行条件の公正性の確保などの観点から慎重な審議を

行い、本第三者割当を行うことを決議いたしました。 

 

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 

平成22年３月期 

（連結） 

平成23年３月期 

（連結） 

平成24年３月期 

（連結） 

売上高 12,508百万円 13,178百万円 17,167百万円

営業利益 102百万円 △244百万円 △519百万円

経常利益 91百万円 △252百万円 △552百万円

当期純利益 64百万円 △446百万円 △701百万円

１株当たり当期純利益 1,976.34円 △13,620.73円 △17,454.28円

１株当たり配当金 － － －

１株当たり純資産 59,198.78円 45,278.76円 29,338.65円

 

（２）現時点における発行済み株式数及び潜在株式数の状況（平成24年５月17日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 40,735株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
1,884株 4.63％

下限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
－株 －％

 

（３） 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

始値 31,500 61,800 55,600

高値 117,500 70,500 57,200

安値 29,100 40,200 37,350

終値 61,800 56,600 40,100

 

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 平成23年 

11月 

 

12月 

平成24年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

始値 42,700 38,300 39,000 39,400 42,000 40,000

高値 42,900 39,700 40,150 42,300 44,300 47,000

安値 37,350 37,800 38,850 39,100 39,300 38,000

終値 38,300 39,000 39,300 42,000 40,100 47,000

 

③ 発行決議日前日における株価 

 平成24年５月16日 

始値 40,000

高値 42,200

安値 40,000

終値 40,200
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（４）最近３年間のエクイティ･ファイナンスの状況 

・第三者割当増資による新株式の発行 

発行期日 平成23年４月４日 

調達資金の額 391百万円 

発行価額 393百万円 

募集時における発行済株式数 33,255株 

当該募集による発行済株式数 7,480株 

募集後における発行済株式総数 40,735株 

割当先 ＲＳエンパワメント株式会社 

発行時における当初の資金使途 運転資金、システム投資、海外投資など 

発行時における支出予定時期 平成23年６月～平成24年７月 

現時点における充当状況 予定どおり充当中であります。 

 

10．発行要項 

（１）発行新株式数 普通株式27,706株 

（２）発行価額 １株につき 金54,943円 

（３）発行価額の総額 1,522,250,758円 

（４）資本組入額 １株につき 金27,472円 

（５）申込期日 平成24年６月19日 

（６）払込期日 平成24年６月19日 

（７）割当先及び割当株式数 楽天株式会社 27,706株 

※上記の各号については、第三者割当による発行に関する新株式発行に関する金融証券取引法に基づく届出

の効力が発生していること及び第三者割当の実行について関係当局の許認可等が得られることを条件とし

ます。なお、本第三者割当に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における株式取得

に関する計画届出書を、本第三者割当の割当予定先である楽天株式会社が公正取引委員会に平成24年５月

17日に提出しており、同日付で受理されましたので、当該届出書受理日から30日間を経過した日以降であ

る平成24年６月19日を払込期日としています。 
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Ⅲ 主要株主である筆頭株主及び親会社の異動 

１．異動が生じる経緯 

「Ⅱ 第三者割当による新株式の発行」に記載の本第三者割当により、楽天株式会社は新たに当社の主要株主

である筆頭株主及び親会社となる予定であります。 

なお、当社の筆頭株主であった後藤玄利及びＲＳエンパワメント株式会社は、当社の筆頭株主に該当しなくな

る見込みであります。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）新たに主要株主である筆頭株主及び親会社となるもの 

（１） 商  号 楽天株式会社 

（２） 所 在 地 東京都品川区東品川四丁目12番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

（４） 事 業 内 容 インターネット・ショッピングモール『楽天市場』等の運営 

（５） 資 本 金 107,959百万円（平成23年12月31日現在） 

 

（２）筆頭株主に該当しなくなる株主 

（１） 氏 名 後藤 玄利 

（２） 所 在 地 福岡県福岡市 

（３） 
上 場 会 社 と 
当 該 株 主 の 関 係 

当該株主は、当社の代表取締役社長であります。 

 

（１） 商  号 ＲＳエンパワメント株式会社 

（２） 所 在 地 東京都品川区東品川四丁目12番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙澤 廣志 

（４） 事 業 内 容 有価証券等の取得、保有及び売却 

（５） 資 本 金 66百万円（平成23年12月31日現在） 

 

３．異動前後における当該株主等の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（１）楽天株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 
総株主の議決権 
に対する割合 

大株主順位 

異動前 
0個 

（0株） 
— — 

異動後 
27,706個 

（27,706株） 
40.75％ 第１位 

 

 属性 
議決権の数 

直接所有分 合算対象分 計 

異動前 — — 
7,480個 

（18.57％） 
 

異動後 親会社 
27,706個 

（40.75％） 

7,480個 

（11.00％） 

35,186個 

（51.76％） 
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（２）後藤 玄利 

 
議決権の数 

（所有株式数） 
総株主の議決権 
に対する割合 

大株主順位 

異動前 
7,480個 

（7,480株） 
18.57％ 第１位 

異動後 
7,480個 

（7,480株） 
11.00％ 第 ２位 

 

（３）ＲＳエンパワメント株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 
総株主の議決権 
に対する割合 

大株主順位 

異動前 
7,480個 

（7,480株） 
18.57％ 第１位 

異動後 
7,480個 

（7,480株） 
11.00％ 第２位 

 

４．異動予定日 

平成24年６月19日 

 

５．今後の見通し 

当該異動による業績への影響につきましては現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 


