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平成24年８月14日 

各   位 

 

 

 

 

 

 

新株予約権（有償ストックオプション）の発行に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成24 年８月14日開催の取締役会において、会社法第236 条、第238 条および第240 条の規

定に基づき、当社及び、当社子会社(以下、「当社グループ」という）の取締役、監査役および従業員な

らびに当社加盟店事業主に対し下記の内容の新株予約権を発行することを決議しましたのでお知らせい

たします。 

なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して有償にて発行するものであり、特に有利な条件では

ないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。 

 

Ⅰ．新株予約権の募集の目的および理由 

当社グループの取締役、監査役および従業員ならびに当社加盟店事業主の業績向上に対する意欲

や士気を高め、当社の企業価値向上に資することを目的として、有償にて新株予約権を発行するも

のです。 

なお、本新株予約権は、「Ⅱ．新株予約権の発行要項 ３．新株予約権の内容 【新株予約権の行

使の条件】」に定めるとおり、当社の業績において、あらかじめ定める基準を達成した場合に初め

て権利行使を可能とするものです。 

Ⅱ．新株予約権の発行要項 

１．新株予約権の名称および総数 

株式会社小僧寿し 第１回新株予約権13,570 個 

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる新株

予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総

数とします。 

２．新株予約権と引換えに払い込む金銭  

本新株予約権１個あたりの発行価額は、772 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関で

ある株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザリーが、当社の株価情報等を考慮し

て、一般的なオプション価格算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルによって算出した

結果を参考に決定したものです。 

 

 

 

 

 

会 社 名  株式会社小僧寿し 

代表者名  代表取締役社長    木村 育生 

（ＪＡＳＤＡＱコード９９７３） 

問合せ先  取締役管理本部長   平岡 晋一 

（電話番号 03-6226-4400） 
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３．新株予約権の内容 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

  

当社普通株式 

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

であります。 

また、単元株式数は100株であります。 

新株予約権の

目的となる株

式の数 

  

1,357,000株 

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という）は100

株とします。） 

ただし、付与株式数は（注）１．の定めにより調整されることがあります。 

新株予約権の

行使時の払込

金額 

  

 

 

１．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

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、その本新株予約

権１個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を

乗じた金額とします。 

２．行使価額 

１株当たり 337円 

また、（注）２．の定めにより調整されることがあります。 

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 

金457,309,000円 

（注） 上記株式の発行価額の総額は上限の発行価額の総額を示したものであり、

申込数が募集の上限数に達しなかったこと等により割り当てる新株予約

権の数が減少した場合には、株式の発行価額の総額は減少いたします。

また、本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

が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の払込金額

の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を

合算した金額は減少いたします。 

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に、行使請求に

係る各本新株予約権の発行価額を加えた額を、付与株式数で除した額としま

す。 

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

本準備金に関する事項 

 ① 本新株予約権の行使により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円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げるものとします。 

  ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備

金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた金額とします。 

新株予約権の

行使期間 

平成25年４月１日から平成27年３月31日まで 

（注） 行使期間の 終日が当社の株主名簿管理人（会社法第123条に定める株主

名簿管理人をいい、以下同様とする。）の営業日でない場合は、その前営

業日を 終日とします。 

新株予約権の 受付場所    株式会社小僧寿し 



 - 3 - 

 管理本部 

行使請求の受

付場所、取次場

所及び払込取

扱場所 

取次場所    該当事項はありません。 

払込取扱場所  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 西池袋支店 

新株予約権の

行使の条件 

１．本新株予約権を保有する新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）

は、本新株予約権の権利行使について、以下の各期間において当社の監査済

み連結損益計算書における連結営業損益が当初設定された営業利益目標を上

回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち 大50％

ずつの権利行使することが可能となります。なお、各期間において各営業利

益目標を上回らなかった場合、権利行使が可能とならない本新株予約権は消

滅することとなります。 

ａ．2012年度連結営業利益目標 50百万円 

ｂ．2013年度連結営業利益目標200百万円 

２．本新株予約権は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社普

通株式の普通取引終値が割当日より１年以内に一度でも本新株予約権の行使

価額の２分の１となった場合は消滅することとなります。 

３．本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予

約権を行使することができます。 

自己新株予約

権の取得の事

由及び取得の

条件 

  

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会（存続会

社等（会社法第784条第１項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。）

が当社の特別支配会社（会社法第468条第１項に定める「特別支配会社」をいい、

以下同様とする。）である場合には当社取締役会）で承認された場合、当社が分

割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会（株主総会が

不要となる場合には、当社取締役会）で承認された場合、または、当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株

主総会（当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社

等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会）で承認された場合、本新

株予約権を無償で取得することができます。 

新株予約権の

譲渡に関する

事項 

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとします。 

代用払込みに

関する事項 

該当事項はありません。 

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、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分

割、株式交換または株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）をする場合、

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」により本新株予約権を取得

する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権（以

下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合

においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行

するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
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交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 

１．交付する再編対象会社の新株予約権の数 

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の

条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 

２．交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

３．交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 

４．交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再

編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権

１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とし

ます。 

５．交付する新株予約権の行使期間 

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

行使期間の末日までとします。 

６．交付する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

金及び資本準備金に関する事項 

上記「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」の定めるところと同様とします。 

７．交付する新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」の定めるところと同様とします。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議

による承認を要するものとします。 

９．交付する新株予約権の取得 

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の定めるところと同

様とします。 

（注）１）新株予約権の目的となる株式の数の調整 

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により

付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該

時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行います。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、

必要な事項を本新株予約権者に通知または公告するものとします。 

ただし、当該調整後付与株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことが

できない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。 

２）行使価額の調整 

割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。 

① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の
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端数は切り上げます。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分

を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）

に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券

または当社普通株式の交付を請求できる本新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において、「１株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日（以

下「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とします。なお、「平均値」は、

円未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入します。 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保

有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場

合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」に読み替えます。 

③ 適用日は、次に定めるところによります。 

上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分

割の基準日（基準日を定めないときは、その効力発生日。）の翌日以降、株式併合の

場合は、その効力発生日以降、これを適用します。上記②に従い調整を行う場合の調

整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日（払込期間が設けられたときは、当

該払込期間の 終日。）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。）、

これを適用します。 

④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。 

⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約

権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知また

は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとしま

す。 

３）新株予約権証券の発行及び株券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しないもの

とします。 

４）新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとします。 

５）新株予約権行使の効力発生時期 

本新株予約権行使の効力は、本新株予約権行使請求に要する書類が行使請求の受付場所に

到達し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の金額が行使請求の払

込取扱場所に払い込まれたときに生じるものとし、新株予約権の行使により新株予約権者が



 - 6 - 

取得する株式は、当該本新株予約権を行使する者が予め当社の指定する金融商品取引業者等

に開設した当該新株予約権者名義の口座に記録されることにより交付されます。 

４．申込期間 

平成24年８月30日から平成24年９月10日 

５. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 

平成24 年９月11日 

６．新株予約権の割当日 

平成24 年９月11 日 

７．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。 

８．新株予約権の割当を受ける者および数 

当社グループ取締役・監査役  10名       2,000個 

当社グループ従業員         345名      10,350個 

当社ＦＣ加盟店事業主        61名          1,220個 

合   計                    416名      13,570個 

※当社ＦＣ加盟者事業主61名は、第三者機関等による調査の結果、割当先は反社会的な勢力ではなく、

また関わりを一切有していないことが確認でき、当社は割当先が反社会的な勢力ではなく、また関

わりを一切有していないと判断しており、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出してお

ります。 
 

９．当社ＦＣ加盟店事業主の状況 

 

西田 俊昭  

a．割当予定先の概要   

氏名 西田 俊昭 

住所 北海道滝川市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

 (株）ハーティ  

a．割当予定先の概要   

名称 (株）ハーティ 

本店の所在地 北海道千歳市北栄２丁目３１－１０ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 宮崎 英夫 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 宮崎 英夫  51% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 
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人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）オフィス小僧  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）オフィス小僧 

本店の所在地 北海道北斗市追分二丁目54-７ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 高橋 善治 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 高橋 善治  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

中村 龍児  

a．割当予定先の概要   

氏名 中村 龍児 

住所 北海道網走市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

松永 忠夫  

a．割当予定先の概要   

氏名 松永 忠夫 

住所 北海道旭川市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）はなかん  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）はなかん 
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本店の所在地 北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目３－３０（小僧寿し東苗穂店） 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 木村 博文 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 木村 博文 100％ 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

 

（株）中野グループ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）中野グループ 

本店の所在地 青森県八戸市類家１－８－５ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 中野 良一 

資本金 40,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 中野 周一郎   100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.04%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）三咲羽や  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）三咲羽や 

本店の所在地 青森県三沢市中央町４－３－１１ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 柳田 光彦 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 柳田 光彦  52% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（株）むつ食品販売  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）むつ食品販売 
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本店の所在地 青森県むつ市金曲１－２－３ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 前田 恵三 

資本金 20,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 前田 恵三  50% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

尾崎邦雄  

a．割当予定先の概要   

氏名 尾崎邦雄 

住所 神奈川県横浜市栄区 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）小僧寿し富士吉田  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）小僧寿し富士吉田 

本店の所在地 山梨県富士吉田市新倉１３７６－３ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 久保田 嵩之 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 久保田 嵩之  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.01%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

長野 和則  

a．割当予定先の概要   

氏名 長野 和則 

住所 神奈川県横浜市金沢区 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 
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人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

佐藤 博  

a．割当予定先の概要   

氏名 佐藤 博 

住所 神奈川県横浜市中区 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

大野 敏行  

a．割当予定先の概要   

氏名 大野 敏行 

住所 神奈川県川崎市川崎区 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（株）エルビーエフ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）エルビーエフ 

本店の所在地 東京都府中市武蔵台3-16-1 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 平田 知己 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 平田 知己 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

 

（有）小僧寿し入間  

a．割当予定先の概要   
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名称 （有）小僧寿し入間 

本店の所在地 埼玉県日高市武蔵台５－２－１４ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 水村 文司 

資本金 8,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 水村 文司   100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.005%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）高円寺小僧寿し  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）高円寺小僧寿し 

本店の所在地 東京都杉並区高円寺北２－４１－１８ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 岡本 喜男 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 岡本 喜男  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

小僧寿し田無支部（株）  

a．割当予定先の概要   

名称 小僧寿し田無支部（株） 

本店の所在地 東京都西東京市緑町一丁目２番４-１１８号 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 関 国吉 

資本金 500,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 関 国吉 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

二見 英夫  

a．割当予定先の概要   

氏名 二見 英夫 



 - 12 - 

住所 東京都杉並区 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿し富士見  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し富士見 

本店の所在地 埼玉県富士見市関沢３丁目４１番１０号 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 紺野 英雄 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 紺野 英雄（67%） 紺野 絹江（33%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.001%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）小僧寿し戸田  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し戸田 

本店の所在地 埼玉県戸田市本町１－１－１２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 山田 明宏 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 山田 明宏  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿司南浦和  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿司南浦和 

本店の所在地 埼玉県さいたま市緑区原山３－９－１７ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 鮫島 洋 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 
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主たる出資者及び出資比率 鮫島 洋 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿し西越谷  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し西越谷 

本店の所在地 埼玉県越谷市宮本町２－２４６－２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 榊原 敬 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 榊原 敬 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）小僧寿し新幸手支部 

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し新幸手支部 

本店の所在地 埼玉県幸手市東町３－２４－１５ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 柳沢 良男 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 柳沢 良男（50%） 柳沢 時江（50%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）アサマ  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）アサマ 

本店の所在地 埼玉県桶川市下日出谷９３０－６ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 浅間 清治 

資本金 5,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 浅間 清治  100% 



 - 14 - 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）小僧寿司深谷  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）小僧寿司深谷 

本店の所在地 埼玉県深谷市上野台３１７３－１ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 服部 美之 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 服部 美之  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.0004%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

小林 薫  

a．割当予定先の概要   

氏名 小林 薫 

住所 群馬県沼田市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿し伊勢崎  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し伊勢崎 

本店の所在地 群馬県伊勢崎市宮子町３１８－２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 牛田 博一 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 牛田 博一  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 議決権所有割合 0.004% 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 



 - 15 - 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）小僧寿し山陽グループ 

a．割当予定先の概要   

名称 （株）小僧寿し山陽グループ 

本店の所在地 広島県福山市引野町５－３１－１６ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 江種 正彦 

資本金 22,500,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 
池田 寛子（27.16%） 江種 正彦（14.66%） 

マーチセブングループ（11.77%）  

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.01%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（株）エヌワイティグループ 

a．割当予定先の概要   

名称 （株）エヌワイティグループ 

本店の所在地 広島県三原市宮浦６－７－２５ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 本田 信司 

資本金 16,000,000円 

主な事業内容 
寿しの製造及び販売 

ダスキン関連商品の貸出並びに販売 

主たる出資者及び出資比率 本田 信司（56.9%） 岩本 由美（25.0%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）マーチフーズ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）マーチフーズ 

本店の所在地 佐賀県佐賀市多布施３－７－１ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 中村 公司 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 マーチセブングループ （37.5%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 
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資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

（株）サニーフーヅ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）サニーフーヅ 

本店の所在地 高知県高知市北御座９-１１ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 山崎 卓巳 

資本金 30,300,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 サニーマート（59.41%） 川崎 卓巳（12.54%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有） 東部フーヅ 
 

a．割当予定先の概要   

名称 （有） 東部フーヅ 

本店の所在地 高知県安芸市伊尾木５０８－３ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 弘瀬 正章 

資本金 5,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 弘瀬 正章  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）中土佐フーヅ  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）中土佐フーヅ 

本店の所在地 高知県高岡郡中土佐町久礼２５５０－１０ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 結城 正雄 

資本金 9,500,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 結城 正雄  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 
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（有）土佐山田フーヅ  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）土佐山田フーヅ 

本店の所在地 高知県香美郡土佐山田町栄町２－２９ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 石川 健二 

資本金 3,,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 ㈱土佐山田ショッピングセンター （70%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.003%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）中村小僧寿し  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）中村小僧寿し 

本店の所在地 高知県中村市具同カジヤダ６１３０－４ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 宮崎 美江子 

資本金 4,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 宮崎 美江子  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）ファミリーフーヅ  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）ファミリーフーヅ 

本店の所在地 愛媛県宇和島市丸之内２－１－２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 山下 敏明 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 山下 敏明  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

  



 - 18 - 

（有）大旺  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）大旺 

本店の所在地 香川県高松市高松町３００６－３ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 宮本 馨子 

資本金 8,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 宮本 馨子  （53.5%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（有）小僧寿し徳島第２地区本部 

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し徳島第２地区本部 

本店の所在地 徳島県板野郡板野町下の庄字神の木３－４ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 井本 淳夫 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 井本淳夫（50％） 井本政枝（30％） 井本勝義（10％） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）小僧寿し九州地域本部 

a．割当予定先の概要   

名称 （株）小僧寿し九州地域本部 

本店の所在地 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１１２７－７ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 藤木 一元 

資本金 19,850,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 藤木 一元（32.3%） 藤木 一成（12.4%） 藤木 勲（11.7%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 当社の発行済み株式数の 0.004%を保有しております。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 
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（有）小僧寿し高千穂店  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し高千穂店 

本店の所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１０６－２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 藤木 幸子 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 藤木 幸子  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（株）サイシンフーズ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）サイシンフーズ 

本店の所在地 茨城県水戸市酒門町９５２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 柴 進 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 柴 進（61.5） 柴 美都子（23.5%） 柴 真佐人（15%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

川崎  秀夫  

a．割当予定先の概要   

氏名 川崎  秀夫 

住所 茨城県ひたちなか市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）サンディナ  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）サンディナ 

本店の所在地 鳥取県鳥取市古海３３０－１ 
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代表者の役職及び氏名 代表取締役 中川 壮一 

資本金 4,950,000円 

主な事業内容 
寿しの製造及び販売 

ダスキン関連商品の賃貸並びに販売 

主たる出資者及び出資比率 古川 俊一郎 （63.6%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）松崎  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）松崎 

本店の所在地 茨城県筑西市海老ケ島８４２－１ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 松崎 明 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 松崎 明（60%） 松崎 昌江（40%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）ティアール  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）ティアール 

本店の所在地 茨城県桜川市明日香１－９ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 t瀧川 忠孝 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 瀧川 忠孝  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

和田 勲  

a．割当予定先の概要   

氏名 和田 勲 

住所 茨城県猿島郡境町 
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職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

栗島 徹  

a．割当予定先の概要   

氏名 栗島 徹 

住所 茨城県坂東市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

須田 悦子  

a．割当予定先の概要   

氏名 須田 悦子 

住所 栃木県宇都宮市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

杉山 惣一  

a．割当予定先の概要   

氏名 杉山 惣一 

住所 静岡県牧之原市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）ビッグ・バーム  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）ビッグ・バーム 
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本店の所在地 石川県小松市打越町丙１８ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 薮内 志郎 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 薮内 志郎 （50.0%） 薮内 静江 （50.0%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）沢頭企業グループ  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）沢頭企業グループ 

本店の所在地 福井県小浜市四谷町１３－１９ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 沢頭 信輝 

資本金 49,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 沢頭 信輝   100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

かずや産業（有）  

a．割当予定先の概要   

名称 かずや産業（有） 

本店の所在地 兵庫県豊岡市千代田町１２－３６ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 西川 昭雄 

資本金 5,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 西川 昭雄  50% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

若井 浩幸  

a．割当予定先の概要   

氏名 若井 浩幸 

住所 大阪府箕面市 
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職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）サンマート  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）サンマート 

本店の所在地 広島市東区戸坂町出江２－７－９  

代表者の役職及び氏名 代表取締役 胡子 演子 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 胡子 演子 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿し鹿屋  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し鹿屋 

本店の所在地 鹿児島県鹿屋市川西町４２６３－３   

代表者の役職及び氏名 代表取締役 東 優 

資本金 9,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 東 優（60%） 東トシエ（40%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）小僧寿し日南  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）小僧寿し日南 

本店の所在地 鹿児島県志布志市志布志町志布志９２７－２ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 松元 卓也 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 秋元 卓也  100%％ 
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ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（有）スリーエー  

a．割当予定先の概要   

名称 （有）スリーエー 

本店の所在地 鹿児島県指宿市湊一丁目１１-１４ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 秋元 豊 

資本金 3,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 秋元 豊  100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

（株）川薩小僧寿し  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）川薩小僧寿し 

本店の所在地 鹿児島県川内市中郷２－３７ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 永田 喜久恵 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 永田 喜久恵 100% 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

 

（株）小僧寿し南九州  

a．割当予定先の概要   

名称 （株）小僧寿し南九州 

所在地 宮崎県えびの市大字向江５３５ 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 渕上 政利 

資本金 10,000,000円 

主な事業内容 寿しの製造及び販売 

主たる出資者及び出資比率 渕上 政利（50%） ㈱小僧寿し（11.1%） 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 
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出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

岩本 昭一  

a．割当予定先の概要   

氏名 岩本 昭一 

住所 長崎県大村市 

職業の内容 小僧寿し店舗の経営 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引関係 フランチャイズ契約を締結しております。 

  

１０．その他の記載事項 

① 当社は、本新株予約権の発行の他、事業提携及び関係強化を目的として、平成24年８月14日開

催の取締役会において、第三者割当による株式の発行を決議しております。 

（本第三者割当の概要） 

(1)払込期日 平成24年８月31日 

(2)発行新株式数 921,055株 

(3)発行価額 280,000,720円（1株当たり304円） 

(4)調達資金の額 272,000,720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ます。 

（日成ビルド工業株式会社、株式会社ラックランド、株式会社SIG、

リーテイルブランディング株式会社） 

(6)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。 

  ※詳細は、本日付で公表いたしました「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照

ください。 

② 当社は、本日、当社親会社のイコールパートナーズ株式会社より、以下の通り、株式を譲渡する

旨の連絡を受け、「親会社の株式の売出しに関するお知らせ」を公表いたしております。 

  （売出の概要）  

種    類 売 出 数 売 出 総 額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

普通株式  1,567,000株  419,550,000円
イコールパートナーズ株式会社 

東京都品川区北品川五丁目11番19号 
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１１． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１） 近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 

 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

売 上 高 24,648 22,354 20,447

営 業 利 益 228 △398 △140

経 常 利 益 355 △314 △91

当 期 純 利 益 60 △766 △907

１株当たり当期純利益（円） 4.64 △59.14 △70.07

１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 312.42 253.31 183.24

 
（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８月14日現在） 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 数 13,188,884株 １００％

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％

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） 近の株価の状況 
 ① 近３年間の状況 

 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 

始  値 491円 177円 103円

高  値 491円 190円 175円

安  値 110円 74円 87円

終  値 177円 103円 145円

 
② 近６か月間の状況 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

始  値 165円 142円 149円 244円 266円 208円

高  値 208円 171円 255円 356円 276円 302円

安  値 142円 135円 146円 205円 191円 203円

終  値 143円 150円 242円 258円 208円 291円

 
③ 発行決議日前日における株価 

 平成24年８月13日現在 

始  値 338円

高  値 394円

安  値 336円

終  値 337円
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（４） 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。                            以上 


