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平成24年６月11日 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成 24 年６月 11 日付で開催いたしました取締役会において、第三者割当による新株式発行（以下、

「第三者割当増資」という）及び新株予約権の発行（以下、「第三者割当新株予約権」という）に関し、下記のと

おり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
また、当該新株式発行及び新株予約権発行により、当社の主要株主である筆頭株主の異動及び主要株主の異動

が見込まれますので併せてお知らせいたします。 
 

記 
Ⅰ．第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 
１．第三者割当による新株式発行の概要 
（１）払込期日 平成24年６月29日 

（２）募集株式の数 7,400株 

（３）募集株式の払込金額 １株につき13,500円 

（４）発行価額の総額 99,900,000円 

（５）増加する資本金及び資本準

備金の額 

増加する資本金の額 49,950,000円 

増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14 条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額から、増加する資本金額を減じた額 

（６）申込期日 平成24年６月29日 

（７）募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

（８）割当先 株式会社南栄開発           3,000株 

One World Asset Management 株式会社  2,300株 

サマーバンク合同会社         2,100株 

（９）その他 前記各号については、平成24年６月28日開催予定の当社第22回定時株主

総会において「株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行す

る件」が特別決議によって承認されること及び金融商品取引法に基づく届出

の効力発生を条件とする 

 

会 社 名 株式会社ラ・アトレ 
代表者名 代表取締役社長 岡本 英 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ８８８５） 
問合せ先 取締役 管理部門担当 
     島田 隆浩 
電話番号 （03）5403-4880（代表） 
（URL http：//www.lattrait.co.jp/） 
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２．第三者割当による新株予約権発行の概要 
（１）割当日 平成24年６月29日 

（２）新株予約権の総数 7,400個（１個当たりの目的株式数は１株） 

（３）発行価額 １個につき400円 

（４）当該発行による潜在株式数 7,400株 

（５）発行価額の総額 2,960,000円 

（６）権利行使価額 １株につき14,800円 

（７）新株予約権の行使に際して

出資される額 

109,520,000円 

（８）権利行使可能期間 平成24年７月１日～平成27年６月30日 

（９）募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

（10）割当先 株式会社南栄開発           3,000個 

One World Asset Management 株式会社  2,300個 

サマーバンク合同会社         2,100個 

（11）その他 前記各号については、平成24年６月28日開催予定の当社第22回定時株主

総会において「株主以外の第三者に特に有利な条件で募集新株予約権を発行

する件」が特別決議によって承認されること及び金融商品取引法に基づく届

出の効力発生を条件とする 

 
 
３．第三者割当による新株式及び新株予約権発行の目的及び理由 

当社は、サブプライムローン問題やリーマン・ショックによる不動産市況の悪化の影響を受け、平成 21

年３月期において、10 億円を超える当期純損失を計上いたしました。そのような事態を受け、平成22 年３

月期から平成24年３月期を「ラ・アトレ リバイバル期間」と位置づけ、当該期間中に事業体制を再構築す

るとともに、バランスシートの改善を行い、事業の正常化を目指してまいりました。 

「ラ・アトレ リバイバル期間」においては、従来から当社の特徴であった「全方位『脱特化』」型ビジネ

スモデルを転換し、比較的リスクの低い「戸別リノベーションマンション販売」や「新築マンション買取再

販」、安定的に賃料収入が獲得できる「不動産管理」等の特定の事業に経営資源を集中させてまいりました。

その結果、「ラ・アトレ リバイバル期間」の１年目である平成22年３月期においては、たな卸資産の評価減

や処分損を計上しながらも11百万円の当期純利益を計上することができました。 

「ラ・アトレ リバイバル期間」の２年目にあたる平成23年３月期においては、新築物件の不足により、

戸別リノベーションマンション販売を拡大させるべく事業展開を図ってまいりましたが、同業他社（特に中

堅デベロッパー）の中古市場参入による競合の増加、戸別リノベーションマンションの在庫を増やすために

はリノベーション（内装）費用や仲介業者に支払う仲介手数料の負担に１戸当たり数百万円かかるため、当

社の資金事情では必ずしも十分な在庫を抱えることができず、在庫不足のため商品回転率を上げるために一

部値引き販売に応じざるを得なかったこと、当初３ヵ年かけて処分する予定であった長期化しているたな卸

資産を１年前倒しで全額処分（評価損の計上を含む）したこと等の影響により、341 百万円の当期純損失を

計上する結果となりました。 

このような厳しい環境を打開するためには新たな事業資金の確保が必要との認識から、当社は平成21年春

頃から、第三者割当増資による資金調達を模索し始めました。しかしながら、業績が厳しい中での交渉は順

調には進まず、最終合意に至った事例はありませんでした。そのため、当社は固定資産の売却、賃貸付たな
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卸資産の業者への卸売り、金融機関との返済条件の緩和交渉等の施策によって当座の事業運営資金を捻出し

てきました。 

「ラ・アトレ リバイバル期間」の最終期にあたる平成24年３月期は、東日本大震災に伴う住宅設備機器、

建材メーカーのサプライチェーンの混乱や、欧州債務危機問題によるマンション購買層の購入意欲減退など、

外部環境的には厳しい状態が続く一方、不良資産化していたたな卸資産の処分について平成24年１月にすべ

ての物件が売却完了したため、より積極的な事業展開を図るための社内体制は整ってまいりました。 

当社は現在、仕入物件の情報収集体制は十分に整っており、顧客に対する販売力も維持できておりますが、

自己資金の不足により事業展開に大きな制約を受けております。ここで資金調達をすることができれば、当

該資金を有効活用して業績を大きく改善させることができるとともに、増資による資本増強は当社の財務体

質の改善につながり、金融機関の当社に対する融資姿勢の改善にもつながる可能性も高いと考えられます。 

そのような中、かねて増資交渉の一つのネックになっていた、当社の長期滞留在庫の処分が平成24年１月

に完了したため、それを機に資金調達の話も急速に進みました。引き受け手は多数現れたものの、そのすべ

ての相手先を対象に第三者割当増資を行うと、希薄化が大きくなりすぎるため、当社は事業に必要な資金と

して従来から考えていた１億円～２億円を調達ターゲットにして話を進めました。 

１億円～２億円をターゲットとした理由は、数千万円程度の増資規模ではインパクトがあまりに小さく、

その金額で手がけることができるプロジェクトは非常に小粒になってしまううえ、財務改善効果も小さく金

融機関からの信用力の回復も限定的になってしまうと思われるため、当座の戸別リノベーションマンション

業務のてこ入れと、新たな新築マンション開発のための土地仕入資金を確保するため少なくとも１億円の調

達を目指すとともに、さらに財務体質を改善させると同時に積極的な戸別リノベーションマンション業務の

拡大を図るために最大２億円程度の資金を導入することを目指した次第です。 

その中で、当社の事業に対して最大の評価をいただき、また度重なる話し合いの上、もっとも信頼できる

と判断した投資家である今回の割当予定先に対して第三者割当を決議したものであります。 

なお、本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行による希薄化率は75.4％と、25％以上となること

から、株式会社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条第１項の「経営者から一定程

度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手」または同条第２項に定める「当該割

当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認」を行う必要があります。 

そのため、当社は平成24年６月28日開催予定の当社第22回定時株主総会において、「株主以外の第三者

に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件」と「株主以外の第三者に特に有利な条件で募集新株予約権

を発行する件」を上程し、上記の「株主の意思確認」を行うとともに、株式及び新株予約権有利発行議案の

特別決議を付議させていただくことといたしました。 

なお、今回第三者割当の手法を用いた理由といたしましては、当社の財務状況や株式の取引状況が必ずし

も十分な流動性を確保できていない状況等を考えると一般公募は現実的でなく、また株主割当を行う場合は

当社の筆頭株主である代表取締役社長が相当数の株式を引き受けなければなりませんが、本人の資金力を勘

案すると引き受けられる株式数は非常に限定されるため資金調達方法としては適切とは考えられず、銀行そ

の他の金融機関からの運転資金の借入は当社の現在の財務状況では実現不可能だったことによります。また、

株式と新株予約権を組み合わせた手法を用いたことについては、当社は当初、すべて株式で割り当てること

を希望しておりましたところ、割当予定先は、一旦は総額１億円程度の株式引受けによってある程度事業を

立て直し、再建の道筋が見え始めた段階で追加資金を出したいという意向でした。ただ、２度目の資金拠出

時に再度第三者割当による株式発行を行うと手続きに時間がかかるうえ、増資決議を何度も行うと希薄化が

複数回に分けて行われることとなるため、一般投資家から会社の資本政策に対する不信感を誘発する可能性

があります。そこで、株式発行とあわせて新株予約権を発行しておき、今後の業績の回復状況を確認しなが
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ら新株予約権の権利行使を行うことが望ましいと考え、今回の新株式と新株予約権を組み合わせたファイナ

ンス方式を採用するに至った次第であります。 

 
 
４．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 
 ① 新株式発行による調達資金の額 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

99,900,000円 2,500,000円 97,400,000円 

 （注）１．発行諸費用の概算額の内訳は、株価評価に関する費用約 100 万円、割当先調査費用約 50 万円、登

録免許税約35万円、有価証券届出書作成費用その他諸費用65万円であります。 
    ２．発行諸費用の概算額には消費税等は含んでおりません。 
  
② 新株予約権発行による調達資金の額 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

112,480,000円 2,500,000円 109,980,000円 

 （注）１．発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価に関する費用約 100 万円、割当先調査費用約 50 万

円、登録免許税約35万円、有価証券届出書作成費用その他約65万円であります。 
    ２．発行諸費用の概算額には消費税等は含んでおりません。 
 
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 
 ① 新株式発行による調達資金の使途及び支出予定時期 

使途 金額 支出予定時期 

首都圏における中小規模（20～50 戸程度）の新築

マンション開発のための土地購入（注） 

50,000,000円 平成24年10月 

首都圏における主にファミリータイプの中古マン

ションの仕入資金（８～10戸分） 

20,000,000円 平成24年７月から平成24年８月 

当社が仕入れた中古マンションを販売商品化する

ためにリノベーションする費用（８～10戸分） 

27,400,000円 平成24年７月から平成24年８月 

（注）新築マンション開発のための土地は、東京都内及び神奈川県内で複数検討中であります。なお、土地仕入

代金の総額は１億5000万円程度を想定しており、上記記載の50,000,000円との差額にあたる約１億円は

土地担保による銀行借入を行うことを想定しております。 
 
 ② 新株予約権発行による調達資金の使途及び支出予定時期 

使途 金額 支出予定時期 

首都圏における主にファミリータイプの中古マン

ション仕入資金（20～25戸分） 

50,000,000円 平成24年９月から平成27年６月 

当社が仕入れた中古マンションを販売商品化する

ためにリノベーションする費用（20～25戸分） 

59,980,000円 平成24年９月から平成27年６月 

（注）新株予約権発行による調達資金は、新株予約権の権利行使があったつど上記支出予定時期にわたる期間に

おいて、中古マンションの仕入及びリノベーション（内装）代金に充当する予定であります。新株予約権
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が行使されなかった場合または当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当社の手取資金額は減少

します。本新株予約権の権利行使に伴う当社手取資金が減少した場合には、在庫の調整等の施策によって

規模の縮小を図り、資金繰りを調整する予定です。 
 
５．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

当社は現在、戸別リノベーションマンション販売を事業の中心として運営しております。これは、できる

だけリスクを抑えて事業を運営するための方策でありますが、当社は不良資産化していたたな卸資産の処分

にもめどをつけたこともあり、今後は新築マンションの開発も再開していきたいと考えております。 
戸別リノベーションマンションは、比較的低いリスクの安定的した事業ではありますが、１戸ずつ仕入販

売を行う必要があるため、効率性では劣る面があります。しかしながら短期間で資金を回転させて着実に収

益を積み上げることができるビジネスモデルのため、目先の収益を安定させるために、調達した資金の一部

を戸別リノベーションマンションの仕入資金や内装代金の支払に充当する予定があります。 
一方、１棟の新築マンション開発は、開発に一定の時間（小規模のもので建築期間が１年から１年半程度）

がかかるため、ある程度の開発リスクはありますが、販売は１箇所でまとまった戸数を扱うことができるた

め、効率面では優れています。土地の仕入価格が事業の採算性に大きな影響を与えますが、現状では都心の

好立地で大規模マンション開発に向いている比較的大きな土地は価格が上昇しているものの、当社が手がけ

るような中小規模の土地はまだまだ一定の事業採算性を確保できると判断しております。 
このように、戸別リノベーションマンションと１棟の新築マンション開発はそれぞれ特徴を有しており、

両方の事業を手がけることは会社としてのリスク分散になるとともに、一定の収益性を確保することにもつ

ながるため、両者をバランスよく展開していく方針です。 
短期的には戸別リノベーションマンション販売で安定的な収益を稼ぎつつ、中期的には比較的利益率の高

い１棟マンション開発で事業に厚みを持たせていきたいと考えております。 
 

 
６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 
 ① 新株式の発行価額の算定根拠 

新株式の発行価額は、第三者算定機関である、株式会社あるとフィナンシャルアドバイザリーサービスに

よる算定を参考にして検討した結果、１株当たり13,500円といたしました。当社の株価は、平成24年１月

から３月中旬にかけて、15,000 円前後の水準で安定的に推移しておりました（平成 24 年１月の平均価格

16,368円、２月の平均価格15,158円）。しかしながら３月下旬に急激に出来高が膨らむとともに株価が急上

昇いたしました（３月の平均価格18,522円）。その後も２万円～１万円台後半で株価が推移し、５月中旬に

なってようやく15,000円水準まで株価が落ち着いてまいりましたが、５月下旬に再度出来高が膨らむととも

に、５月22日（19,700円）から５月25日（33,700円）まで４日連続ストップ高になるなど、株価が急上昇

いたしました。 

本第三者割当増資にかかる取締役会決議日の直前営業日における、株式会社大阪証券取引所JASDAQ（グロ

ース）における当社普通株式の普通取引の終値は21,250円でありますが、それまでの１ヶ月間における平均

値は20,650円、３ヶ月間平均は19,651円、６ヶ月間平均は18,080円となっております。 

＜直近の株価、過去１ヶ月平均、３ヶ月平均、６ヶ月平均の株価＞ 

期間 直近 １ヶ月平均 ３ヶ月平均 ６ヶ月平均 

株価 21,250円 20,650円 19,651円 18,080円 
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当社は平成24年５月10日付開示の「業績予想修正のお知らせ」において赤字額が拡大する内容の業績の

下方修正を行い、平成24年５月14日に決算短信を公表しております。しかしながら当社の株価はその後も

上昇や下落を繰り返し、安定しておりません。また、当社の平成24年３月期の１株当たり純資産額は11,647

円と最近の株価を大きく下回っていることも鑑み、発行価額決定の参考の一助とすべく、第三者算定機関で

ある、株式会社あるとフィナンシャルアドバイザリーサービスに株価算定を依頼しました。その結果、コス

トアプローチ方式（修正純資産法）（以下「コストアプローチ方式」といいます）による株価算定は 12,240

円、インカムアプローチ方式（エクイティＤＣＦ法）（以下「インカムアプローチ方式」といいます）による

算定は13,468円～14,127円、平成24年５月21日を算定基準日としたマーケットアプローチ方式（市場株

価平均法）による算定は15,739円～20,113円、マーケットアプローチ方式（株価倍率法）による算定は13,458

円～20,635円との評価結果が出ました。当社としましては、当該評価結果を参考に協議を重ねました。なお、

マーケットアプローチ方式（市場株価平均法）については単に市場株価を加重平均しただけであり市場価格

の乱高下が反映されているものであるため当社の検討対象から除外し、マーケットアプローチ方式（株価倍

率法）については、当社の類似会社候補であったリノベーションマンション事業を展開している会社が、同

社の大幅なリストラ等による影響から業績予想が著しく変動したこと等によって第三者機関の算定の過程で

類似会社として採用されず、類似会社は不動産管理事業を営む会社のみで算定されたため、当社の事業実態

を表した価格になっていない可能性が高いと考え当社の検討対象から除外し、当社においてはコストアプロ

ーチ方式とインカムアプローチ方式を参考に検討いたしました。 

コストアプローチ方式は当社の現在の資産状況をもとに算出されているため、当社の財務状態を表した価

格として一定の合理性はあると考えられます。一方、インカムアプローチは当社の将来計画を加味したもの

であり、将来計画には不確実性が含まれるといえども、一定の期待値を含めて価格を形成するという面では

市場で形成される株価と考え方が近いこともあり、一定の合理性はあると考えられます。コストアプローチ

方式の算定結果（12,240円）と、インカムアプローチ方式の算定結果の上限価格（14,127円）の平均価格は

13,183.5円となりますが、当該平均価格を基準として検討した結果、発行価額は当該数値から500円単位で

数値を切り上げた１株当たり13,500円とすることといたしました。 

今回の発行価額は、直近の株価に対するディスカウント率は36.5％、１ヶ月平均株価に対するディスカウ

ント率は34.6％、３ヶ月平均株価に対するディスカウント率は31.3％、６ヶ月平均株価に対するディスカウ

ント率は25.3％となっております。その結果、今回の発行価額はいずれの価格からも10％以上乖離すること

となり、当社といたしましては今回の割当先にとって特に有利な発行価額に該当することとなると判断して

おります。 

しかしながら、引受予定先との協議の中で、当社の財務状況は平成21年３月期の10億円を超える赤字に

加え、過去２期も赤字となっていることにより大きく毀損しているため、引受予定先は発行価額は１株当た

り純資産価格である11,647円が適正ではないかと主張しておりました。当社としましては、市場の株価は当

社の財務状況、将来性の期待等も含めて一般投資家が形成した株価であると考えており、当該株価を基準と

しつつそれに一定割合のディスカウントをするというスタンスで話をしておりました。ところが前述の通り

平成24年３月及び５月に当社の株価が大きく値上がりする場面があったため、平成24年３月以降に形成さ

れた株価を算定根拠とすることに同意を得ることは難しい状態となりました。また第三者機関の算定結果も

参考にした結果、算定結果も５月下旬以降に形成された株価を大きく下回る数値が出ており、今回の発行価

額については当社にとって円滑な資金調達を実現するために一定の合理性を有する水準であると判断するに

至りました。つきましては今回の第三者割当による新株発行を平成24年６月28日開催予定の当社第22回定

時株主総会において特別決議事項として付議し、株主の皆様のご判断を仰ぐことと致しました。 

また、今回の第三者割当増資によって一定の希薄化は生じますが、今回調達した資金によって事業を拡大
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し、業績を向上させることによって、将来の株価の下落リスクを軽減できるものと考えております。 

 

 ② 新株予約権の発行価額の算定根拠 

発行価額は、第三者算定機関である徳永公認会計士事務所（所在地：東京都中央区、代表：徳永雅樹）に

算定を依頼しました。 

第三者算定機関は、本新株予約権の諸条件、当社株式の取引価格、過去のボラティリティ、当社の配当率

等を考慮して、一般的な価格算定モデルであるブラックショールズモデルを用いた評価結果として平成 24

年６月４日における新株予約権１個当たりの発行価額を1,318円から2,367円の範囲と算定いたしました。

当社は当該第三者算定機関の結果を参考として協議いたしましたが、割当予定先は、当社に対する資金提供

はまず新株予約権と同時に引き受ける株式で行い、新株予約権の取得及び権利行使についてはある程度業績

の回復の兆しが見え始めた段階で行うことを想定しており、現時点で株式の引受以外に多額の資金負担をす

ることはできない意向をもっていることから、割当予定先と現実的に許容できる価格水準を話し合った結果、

本新株予約権の１個当たりの発行価額は400円にすることといたしました。 

当社といたしましては、新株予約権の１個当たりの発行価額を400円に設定することは上記算定結果を大

幅に下回ることから有利発行に該当すると判断しております。しかしながら当社の株価が平成24 年５月 22

日以降４日連続ストップ高になるなど急激に変動した結果、５月中旬時点に比べると新株予約権の評価額が

大きく値上がりしていることから、上記条件で発行することといたしました。また、当社の業績が将来回復

した場合、さらなる拡大を目指して追加の資金ニーズが発生することが想定され、その際に再度第三者割当

による新株発行手続きを取ると資金調達に時間がかかるうえ、増資決議を何度も行うと希薄化が複数回に分

けて行われることとなり、一般投資家から会社の資本政策に対する不信感を誘発する可能性があります。そ

こで、株式発行とあわせて新株予約権を発行しておくことが当社としては得策と考えておりますが、上記の

通り引受予定先が現時点において株式の引受以外に多額の資金負担をすることができない意向をもっている

ため、今回の発行価額については当社にとって円滑な資金調達を実現するために一定の合理性を有する水準

であると判断するに至りました。つきましては今回の第三者割当による新株予約権の発行を平成 24 年６月

28 日開催予定の当社第22 回定時株主総会において特別決議事項として付議し、株主の皆様のご判断を仰ぐ

ことといたしました。 

なお、当該価格決定に関しては以下の事項を考慮しております。 

①算定における基準価格 21,410円 

評価時点における株価には、直近の時点である平成24年６月４日現在の株価を参考にした。 

②行使価格 14,800円 

本新株予約権の行使時の払込金額につきましては、株式会社大阪証券取引所JASDAQ（グロース）にお

ける当社株式の取引価格が、平成24年５月21日から大きく出来高を伴って上昇し５月22日からは４

日連続してストップ高になるなど大きく変動していることに鑑み、その変動が始まった平成24年５月

21日の前営業日である平成24年５月18日の取引価格である14,800円といたしました。 

③行使期間 1.5年 

本新株予約権の権利行使期間は、新株予約権発行時より３年間となっています。本新株予約権は権利

行使期間中いつでも行使可能であるため、予約権が権利行使されるまでの期間を合理的に見積もること

ができません。したがって、権利行使期間中に平準化して権利行使がなされると仮定し、すべての新株

予約権の権利行使期間の平均値を1.5年といたしました。 

④リスクフリーレート 0.102％ 

リスクフリーレートには基準株価の基準日における国債利回りを勘案しております。 
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⑤配当率 0％ 

当社の直近の配当実績をもとにいたしました。 

⑥ボラティリティ 55％ 

新株予約権の権利行使期間の考え方に基づき、対象期間を平成22年12月から平成24年５月として算

出いたしました。 

⑦増資及び新株予約権による希薄化効果の調整 

新株予約権の発行とともに実施を予定しております第三者割当増資の発行価額は、直近の株式水準よ

り低い価格を予定しており、株式価値の希薄化が生じると想定されます。第三者割当増資により株式価

値は10.12%の希薄化が生じるものとしています。 

また、第三者割当増資における発行予定株数は 7,400 株であり、第三者割当増資前の発行済株式数

19,620株の38%程度と、かなり多数の株式が発行されることになり、相当程度の株式価値の希薄化効果

が生じると想定されます。株価収益率が一定に保たれると仮定すると、発行前と比較して、株式価値は

27.41%の希薄化が生じるものとしています。 

また、本新株予約権の発行においても株式価値の希薄化効果が生じると想定され、株価収益率が一定

に保たれると仮定すると、株式価値は新株式の発行後と比較して更に20.00%の希薄化が生じるものとし

ています。 

⑧当社株式の非流動性リスクの考慮 

当社株式の直近３年間の売買高19,047株に対し、新株予約権行使による株式の発行数は7,400株であ

ります。現状の出来高水準を前提とすると、全体の売買高の 39%程度を占めることになり、権利行使及

び市場売却には制約が生じる可能性があることから、非流動性リスクとして30％減価しています。 

 
 
（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 

本新株式発行により新たに増加する株式にかかる議決権数は7,400個であり、当社の現在の発行済株式数

にかかる議決権数19,620 株に対して 37.7％の希薄化をもたらすこととなります。また、本新株式と同時に

発行される新株予約権がすべて権利行使された場合には、7,400 個の議決権が増加することとなり、本新株

式発行と新株予約権の権利行使をすべてあわせると、現在の発行済株式数にかかる議決権数に対して75.4％
の希薄化がもたらされることとなります。 
これは、当社の株式価格に影響を与える規模の希薄化であるとは認識しておりますが、現在当社が資金不

足により事業拡大の制約を受けていること、今回の調達資金が戸別リノベーションマンション販売業務の収

益改善に資するだけでなく、デベロップメント業務における新たな開発プロジェクトの開始につながること

によって当社の事業規模及び企業価値の拡大に大きく資すること、財務体質の改善により金融機関からの融

資姿勢の改善等が見込めること等の好影響を考慮すると、今回の新株式及び新株予約権の発行が将来の業績

向上や株価への貢献により既存株主様の利益につながるものと考えており、本新株式及び新株予約権の発行

による株式の発行数量及び希薄化の規模は一定の合理性を有しているものであると判断いたしました。 
当社は、割当予定者から、割当株式及び新株予約権の権利行使によって将来取得する株式は、基本的に中

長期的に保有することを予定している旨の内容の文書を受領しております。 
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７．割当予定先の選定理由等 
（１）割当予定先の概要 

①名称 株式会社南栄開発 

②本店の所在地 熊本市尾ノ上一丁目５番20号 

③代表者の役職及び氏名 代表取締役 泉 清 

④事業の内容 不動産売買、宅地開発、不動産流通事業等 

⑤資本金 40,000,000円 

⑥設立年月日 昭和59年６月21日 

⑦発行済株式数 800株 

⑧決算期 ５月31日 

⑨従業員数 21名 

⑩主要取引先 地場住宅会社及びハウスメーカー 

⑪主要取引銀行 株式会社熊本ファミリー銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社三井住友銀行 

⑫大株主及び持株比率 泉清    82.5％ 

三重野潤一 15.0％ 

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 該当事項はありません。 

⑬当事者間の関係 

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（単体） 

決算期 平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期 

純資産 486,768千円 529,510千円 624,119千円

総資産 1,434,797千円 2,176,748千円 1,943,151千円

１株当たり純資産 608,461円 661,887円 780,149円

売上高 3,497,463千円 1,942,236千円 3,005,745千円

営業利益 46,108千円 95,226千円 154,843千円

経常利益 132,400千円 72,692千円 173,317千円

当期純利益 62,786千円 42,741千円 94,609千円

１株当たり当期純利益 78,483円 53,426円 118,261円

１株当たり配当金 ― 円 ― 円 ― 円

 
①名称 One World Asset Management 株式会社 

②本店の所在地 東京都中央区日本橋三丁目14番１号 

③代表者の役職及び氏名 代表取締役 秋山光夫 

④事業の内容 ファンドマネジメント、アセットマネジメント、プロパティマネジメント、投資

アレンジメント、デューディリジェンス 

⑤資本金 100,000,000円 

⑥設立年月日 平成19年７月３日 
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⑦発行済株式数 2,800株 

⑧決算期 3月 

⑨従業員数 12名 

⑩主要取引先 Capital Directions株式会社、他個人富裕層 

⑪主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 

株式会社関西アーバン銀行 

株式会社東京スター銀行 

株式会社あおぞら銀行 

大阪協栄信用組合 

⑫大株主及び持株比率 秋山光夫 60.0％ 

田中 勝 40.0％ 

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 前事業年度において同社が取得した物件を当社が仲介

した実績が１件あります。 

⑬当事者間の関係 

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（単体） 

決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

純資産 91,198千円 113,250千円 123,618千円 

総資産 212,150千円 145,814千円 172,821千円 

１株当たり純資産 32,570円 40,446円 44,149円 

売上高 279,766千円 400,576千円 400,328千円 

営業利益 20,769千円 13,512千円 49,200千円 

経常利益 28,822千円 35,340千円 62,096千円 

当期純利益 28,822千円 23,359千円 9,061千円 

１株当たり当期純利益 10,293円 8,343円 3,236円 

１株当たり配当金 0円 0円 0円 

 
 

①名称 サマーバンク合同会社 

②本店の所在地 東京都新宿区四谷一丁目15番地 

③代表者の役職及び氏名 代表社員 河井良成 

④事業の内容 不動産の売買、仲介等、有価証券の投資等 

⑤資本金 200,000円 

⑥設立年月日 平成23年６月15日 

⑦決算期 ５月 

⑧従業員数 １名 

⑨主要取引先 ― 

⑩主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 

⑪主たる出資者及び出資比率 河井良成 100% 
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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 該当事項はありません。 

⑫当事者間の関係 

関連当事者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑬最近３年間の経営成績（単体） 

決算期 平成24年５月期   

純資産 200千円

総資産 20,200千円

売上高 ―千円

営業利益 ―千円

経常利益 ―千円

当期純利益 ―千円

（注）サマーバンク合同会社は設立してから１年程度しか経過しておりませんので、決算期は１期のみです。 
 
（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、平成21年３月期において10億円を超える赤字を計上し、経営が厳しさを増していった時期から

第三者割当増資の検討を開始いたしました。 
以来、当社代表取締役社長岡本英は、今までに多数の投資家、同業他社や旧知の知人等と資本・業務提携

を目的として交渉を重ねてまいりました。その中で岡本の知人である山田幸生氏（現当社顧問）より、同氏

が営む不動産デベロッパー事業を通じた知人が経営する株式会社南栄開発の紹介を受けて増資交渉を開始し、

また同じく岡本の知人である八尾浩嗣氏（現当社顧問）より、同氏が営む不動産ファンド事業を通じた知人

が経営するOne World Asset Management株式会社及びサマーバンク合同会社の紹介を受けて増資交渉を開始

いたしました。 
しかしながら、当社の長期滞留在庫の処分が完了していなかったことなどが障害となり、最終的には話が

まとまっておりませんでした。 
当社としても長期滞留在庫の処分は増資の成否とは関係なく、経営上の重要課題として解決を急いでおり

ましたところ、平成24年１月に最後の長期滞留在庫の処分が完了し、それを機に増資の話も大きく前進しま

した。上記３者以外にも引き受け手は多数現れたものの、そのすべての相手先を対象に第三者割当増資を行

うと、希薄化が大きくなりすぎるため、当社は事業に必要な資金として従来から考えていた１億円～２億円

を調達ターゲットにして話を進めました。 
１億円～２億円をターゲットとした理由は、数千万円程度の増資規模ではインパクトがあまりに小さく、

その金額で手がけることができるプロジェクトは非常に小粒になってしまううえ、財務改善効果も小さく金

融機関からの信用力の回復も限定的になってしまうと思われるため、当座の戸別リノベーションマンション

業務のてこ入れと、新たな新築マンション開発のための土地仕入資金を確保するため少なくとも１億円の調

達を目指すとともに、さらに財務体質を改善させると同時に積極的な戸別リノベーションマンション業務の

拡大を図るために最大２億円程度の資金を導入することを目指した次第です。 
最終的に上記３社を割当予定先として選定した理由は、当社は平成21年から第三者割当増資を模索し、多

数の投資家と接触をしておりましたが、その一環として昨年の夏ころから現当社顧問の山田幸生氏及び八尾

浩嗣氏を通じて上記３社と接触を開始し、他の投資家と並行して交渉を進めてまいりました。その中で、株

式会社南栄開発は九州を地盤に宅地の開発、販売を行っている会社であり、One World Asset Management株



 - 12 -

式会社は不動産ファンドを運営する会社であり、サマーバンク合同会社は不動産の売買、仲介等、有価証券

の投資等を目的として設立された同社の代表者である河井良成氏の個人会社であり、同氏は自身が代表者を

兼務している株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズを通じて上場不動産会社への投資経験を有するな

ど、３社とも不動産業界に造詣が深く、他の投資家と比較しても当社の事業について非常によく理解をいた

だいており、当社に対する投資家として適していると考えたことによります。上記３社とは個別に話を進め

ておりましたが、ほぼ同じタイミングで投資の意思決定が進んだことと、３社が想定している投資金額が合

計で１～２億円であったことから、３社同時にファイナンスを引き受けていただけないか提案したところ同

意をいただきました。なお、サマーバンク合同会社は下記「（４）割当先の払込に要する財産の存在について

確認した内容」に記載の通り、同社の代表者から資金を借り入れて第三者割当の引受代金に充当しておりま

すが、代表者個人が出資をするのではなく、本人の意向により同社を通じて出資する形を取っております。 
また、割当予定先３社は、今回の当社への投資は基本的に半年以上の中長期的な純投資として位置づけて

いると聞いており、当社への役員派遣や当社の事業運営等の変更等の条件もなく、現状の事業運営体制や運

営方針をそのまま継続することができると考えております。 
上記のようなメリットが見込めるため、本第三者割当の割当予定先として適切な相手先だと判断いたしま

した。 
当社は、株式会社南栄開発、One World Asset Management株式会社及びサマーバンク合同会社（その株主

及び出資者並びに役員及び親子会社の株主並びに役員を含む。以下「割当予定先等」といいます）が暴力も

しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人

その他の団体（以下「特定団体等」といいます）であるか否か、また割当予定先等が特定団体等と何らかの

関係を有しているか否かについて、以下の確認を行いました。 
まず、当社は割当予定先等から、割当予定者が特定団体等と何らかの関係を有していないことについて口

頭で表明していただいており、当社は株式会社大阪証券取引所に対して「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」を提出しております。 
さらに、第三者調査機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティング（所在地：東京都港区、代表取

締役：古野啓介、資本金：3,000 千円）に対し各割当予定先等について調査を依頼しました。調査対象にか

かわる書類・資料の査閲・分析、検証、及び風評収集、現地調査等を実施した結果、割当予定先等が特定団

体等に該当する、または特定団体等と何らかの関係を有するような事実は確認されなかった旨の調査報告書

を受領しています。 
以上の調査の結果、当社は割当予定先等が特定団体等と何らかの関係を有していることはないことを確認

したため、割当予定先として問題はないと判断致しました。 
 

（３）割当予定先の保有方針 
当社は、割当予定者から、割当株式及び新株予約権の権利行使によって将来取得する株式は、基本的に半

年以上の中長期にわたって保有することを予定しており、また当該株式を売却する際には事前に当社に通知

する旨の内容の文書を受領しております。 
なお、今回割り当てる株式については、払込期日より２年以内に今回の割当株式の全部または一部を第三

者に譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲

渡の方法等を、当社に書面により報告する旨ならびに当社が当該報告内容等を株式会社大阪証券取引所に報

告し、当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取り交わす予定でおります。 
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（４）割当先の払込に要する財産の存在について確認した内容 
当社は、株式会社南栄開発からは平成24年６月４日時点における金融機関発行の同社預金残高の証明書を

受領し、第三者割当増資及び第三者割当新株予約権の割当予定額を大幅に上回る預金残高を有していること

を確認し、また株式会社帝国データバンクの調査レポートで確認したところ、同社の現預金残高は毎年安定

して潤沢に存在していることが確認できたことから、当社としては当該資金が同社の自己資金であり、株式

の引受及び新株予約権の権利行使代金の払込みは十分可能であると判断いたしました。 

One World Asset Management株式会社からは預金通帳のコピーを受領し、その残高を確認することによっ

て、第三者割当増資及び第三者割当新株予約権の割当予定金額に相当する資金が用意されている旨を確認し

ております。また、第三者割当引受後の同社の運転資金については、過去の同社の入金実績として四半期ご

とに一定金額の入金がされていること及び直前の試算表で他の金融機関にも資金残高を保有していることを

確認したため、当社としては同社の株式の引受及び新株予約権の権利行使代金の払込みは十分可能であると

判断いたしました。 
サマーバンク合同会社からは預金通帳のコピーを受領し、その残高を確認することによって、第三者割当

増資及び第三者割当新株予約権の割当予定金額を上回る資金が用意されている旨を確認しておりますが、当

該資金は同社代表社員である河井良成氏からの貸付金によるものであることを、同社と河井氏との間の平成

27年６月末日を返済期限とする金銭消費貸借契約書で確認しております。当社は当該貸付金の源泉を確認す

るために河井氏個人の預金通帳のコピーの提出を求めましたが、それについては提出を受けることができま

せんでした。しかし、当社が河井氏から提出を受けた、同氏が米国で不動産投資を行った際の弁護士レポー

トによると、同氏は外資系金融機関に勤務している間に相当額の報酬を得ていることから十分な資産背景を

有していると判断いたしました。また、河井氏からのヒアリングで、同氏は複数の企業に対して貸付金を有

しており、その回収資金の一部をサマーバンク合同会社への貸付金に充当した旨の報告を受け、当該金銭消

費貸借契約書の写しを確認しております。これらの情報から、当社としてはサマーバンク合同会社への貸付

金は同氏の個人資産から拠出されたものであり、同社による株式の引受及び新株予約権の権利行使代金の払

込みは十分可能であると判断いたしました。 
 
（５）株券貸借に関する契約等 

当社と割当先との間において、株券貸借及び本ファイナンスに影響を及ぼすその他の契約等は締結してお

りません。 
 
８．募集後の大株主及び持株比率（議決権比率） 

募集前 募集後 

岡本 英 42.03% 岡本 英 30.52%

昭栄電気工具株式会社 8.39% 株式会社南栄開発 11.10%

自見信也 5.19% One World Asset Management株式会社 8.51%

小林英夫 3.01% サマーバンク合同会社 7.77%

小菅英雄 2.56% 昭栄電気工具株式会社 6.09%

桑原 誠 2.52% 自見信也 3.77%

生田正剛 2.21% 小林英夫 2.18%

株式会社メティウスフーズ 1.43% 小菅英雄 1.86%

栗林 徹 1.41% 桑原 誠 1.83%

ラ・アトレ役員持株会 1.31% 生田正剛 1.61%
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（注）平成24年３月31日時点の株主名簿を基にして作成しております。募集後の議決権比率は、平成24年３月

31日時点の議決権個数に本第三者割当増資により増加する株式の総数7,400株を加えて算定しております。 
 
（参考）新株予約権行使後の大株主の状況 

募集前 募集後 

岡本 英 42.03% 岡本 英 23.96%

昭栄電気工具株式会社 8.39% 株式会社南栄開発 17.43%

自見信也 5.19% One World Asset Management株式会社 13.36%

小林英夫 3.01% サマーバンク合同会社 12.20%

小菅英雄 2.56% 昭栄電気工具株式会社 4.78%

桑原 誠 2.52% 自見信也 2.96%

生田正剛 2.21% 小林英夫 1.71%

株式会社メティウスフーズ 1.43% 小菅英雄 1.46%

栗林 徹 1.41% 桑原 誠 1.44%

ラ・アトレ役員持株会 1.31% 生田正剛 1.26%

（注）平成24年３月31日時点の株主名簿を基にして作成しております。募集後の議決権比率は、平成24年３月

31 日時点の議決権個数に本第三者割当増資及び本第三者割当新株予約権の行使により増加する株式の総

数14,800株を加えて算定しております。 

 
 
９．今後の見通し 

本第三者割当は当社の資金繰りの好転及び財務基盤の強化に寄与することが考えられますが、具体的に当

社の業績に与える影響については精査中であります。今後、業績への具体的な影響額が明らかになった場合

には速やかに開示いたします。 
 
（企業行動規範上の手続き） 

本第三者割当による新株式及び新株予約権の発行による希薄化率は 75.4％と、25％以上となることから、

株式会社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条第１項の「経営者から一定程度独立

した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手」または同条第２項に定める「当該割当に係

る株主総会決議などによる株主の意思確認」を行う必要があります。 

そのため、当社は平成24年６月28日開催予定の当社第22回定時株主総会において、「株主以外の第三者

に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件」と、「株主以外の第三者に対する特に有利な条件で募集新株

予約権を発行する件」を上程し、既存株主の判断を仰ぐことといたしました。 
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10．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 
 ① 連結 
 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

売上高 － － 3,079百万円

営業利益 － － 49百万円

経常利益 － － △64百万円

当期純利益 － － △62百万円

１株当たり当期純利益 － － △3,182.80円

１株当たり配当金 － － －

１株当たり純資産 － － 11, 647.41円

（注）当社は平成24年３月期から連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期以前については記載をし

ておりません。 
 
 ② 個別 
 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

売上高 8,029百万円 5,426百万円 3,075百万円

営業利益 217百万円 △142百万円 97百万円

経常利益 12百万円 △307百万円 △5百万円

当期純利益 11百万円 △341百万円 △3百万円

１株当たり当期純利益 587.42円 △17,394.35円 △178.71円

１株当たり配当金 － － －

１株当たり純資産 32,267.92円 14,873.57円 14,694.86円

 
（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24年３月31日現在） 
 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 19,672株 100.00％ 

現時点の行使価額における潜在株式数 352株 1.79％ 

 
（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 17,000円 39,500円 19,000円

高値 43,000円 62,500円 31,000円

安値 17,000円 16,400円 14,210円

終値 35,000円 20,000円 20,260円
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 ② 最近６ヶ月間の状況 
 平成23年12月 平成24年１月 平成24年２月 平成24年３月 平成24年４月 平成24年５月

始値 19,950円 16,100円 15,900円 15,500円 20,760円 17,420円

高値 23,500円 17,400円 15,900円 31,000円 20,970円 35,700円

安値 15,300円 15,000円 14,210円 14,400円 17,400円 14,000円

終値 16,100円 15,500円 15,000円 20,260円 18,250円 26,930円

 
 ③ 発行決議日前営業日における株価 
 平成24年６月８日 

始値 21,360円

高値 24,000円

安値 21,100円

終値 21,250円

 
（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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Ⅱ．主要株主の異動 
１．異動が生じる経緯 

本日当社が第三者割当による新株式の発行を決議し、割当申し込み先に対して新株式を割り当てたことに

伴うものです。 
 
２．異動する株主の概要 
（１）新たに当社の主要株主となるもの 

①氏名 株式会社南栄開発 

②住所 熊本市尾ノ上一丁目５番20号 

 
（２）主要株主でなくなるもの 
   該当事項はありません。 
 
３．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に

対する割合 
大株主順位 

異動前 

（平成24年６月11日） 

－個 

（－株） 
－％ － 

異動後 

（平成24年６月29日予定） 

3,000個 

（3,000株） 
11.10％ ２位 

 
４．異動予定日 
 平成24年６月29日 

 

※ 議決権を有しない株式として発行済株式から控除した株式 

   平成24年５月31日 52株 

 

※ 発行済株式総数 

   平成24年５月31日 19,672株 
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（別紙） 
 

株式会社ラ・アトレ第３回新株予約権発行要項 

 

（１）新株予約権の内容及び数 
    株式会社ラ・アトレ第３回新株予約権7,400個 
（２）新株予約権の払込金額     １個につき400円 
（３）新株予約権の払込金額の総額  2,960,000円 
（４）割当日            平成24年６月29日 
（５）払込期日           平成24年６月29日 
（６）募集方法 
    第三者割当の方法による。割当先及び割当数は以下の通り 
      株式会社南栄開発          3,000個 
      One World Asset Management株式会社    2,300個 
      サマーバンク合同会社          2,100株 
（７）新株予約権の目的となる株式の種類 

株式会社ラ・アトレ普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
準となる株式 

（８）新株予約権の目的となる株式の数 

①本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式7,400株とする（本新株予約権
１個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という）は１株とする）。ただし、本欄
②及び③により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整
後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

②当社が「（９）新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額（「（９）新株予約権
の行使時の払込金額」②に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調
整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調
整前行使価額及び調整後行使価額は、「（９）新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前
行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
調整後割当株式数 ＝ 

調整後行使価額 

③調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「（９）新株予約権の行使時の払込金額」③
(b)及び(e)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす
る。 

④割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株
予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及
びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知
を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

（９）新株予約権の行使時の払込金額 

①本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
を乗じた額とする。 

②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たりの出資
される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、14,800 円とする。ただし、③の規定に従
って調整されるものとする。 

③行使価額の調整 
(a) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」
という。）をもって行使価額を調整する。 

        
新発行・処分 
株  式  数 

× 
１株あたり 
払 込 金 額 既 発 行 

株 式 数 ＋
１株あたりの時価 調 整 後

行使価額
＝ 

調 整 前
行使価額

×
既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数  

(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、
次に定めるところによる。 
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イ．本項(d)ロ．に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株
予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条
項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式
を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除
く。） 
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償
割当ての場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用
する。 

ロ．株式の分割により普通株式を発行する場合 
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

ハ．本項(d)ロ．に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取
得請求権付株式又は本項(d)ロ．に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付
を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する
場合 
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初
の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日
（新株予約権の場合は割当日) の翌日以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日以
降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、
その日の翌日以降これを適用する。 

ニ．当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
のを含む。）の取得と引換えに本項(d)ロ．に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
を交付する場合 
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

ホ．本項(b)イ．からニ．までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準
日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当
社の機関の承認を条件としているときには本項(b)イ．からニ．にかかわらず、調整後転換価
額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。 
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を
行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものと
する。 

(調整前行使価額－調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期
間内に交付された株式数 株式数 ＝ 

調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が
発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行
使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(d)  
イ．行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨て
るものとする。 

ロ．行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引
日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所JASDAQ（グロー
ス）における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の
計算は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てるものとする。 

ハ．行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用す
る日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有
する当社普通株式を控除した数とする。 

(e) 上記(b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な
行使価額の調整を行う。 

イ．株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整
を必要とするとき。 

ロ．その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額
の調整を必要とするとき。 
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ハ．行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の
算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(f) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予
約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びそ
の適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合
には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

（10）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 

112,480,000円 
（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却

した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少する。 

（11）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予
約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総
額を加えた額を、｢(８）新株予約権の目的となる株式の数」記載の対象株式数で除した額とする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算
の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限
度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

（12）新株予約権の行使期間 
平成24年７月１日から平成27年６月30日（但し、平成27年６月30日が銀行営業日でない場合にはその
前銀行営業日）までの期間とする。但し、 ｢(18）組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの
効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使する
ことはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月
前までに通知する。 

（13）新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 

①新株予約権の行使請求の受付場所 
株式会社ラ・アトレ 総務部 
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 

②新株予約権の行使請求の取次場所 
該当事項はありません。 

③新株予約権の行使請求の払込取扱場所 
株式会社みずほ銀行 広尾支店 

（14）新株予約権の行使の条件 
該当事項はありません。 

（15）自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 
該当事項はありません。 

（16）新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

（17）代用払込みに関する事項 
該当事項はありません。 

（18）組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸
収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会
社となる株式移転（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効
力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立
会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以
下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに
新株予約権を交付するものとする。 

①新たに交付される新株予約権の数 
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に
調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 
再編当事会社の同種の株式 
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③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。 

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する
場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織
再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定する。 

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す
る。 

（19）その他 

①上記の他、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役
社長に一任する。 

②本新株予約権の発行については、本新株予約権にかかる有価証券届出書の効力発生を条
件とする。 

 
以 上 

 
 
 


