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2012 年 10 月１日 

各   位 

会 社 名 

代表者名 代表取締役社長 田中 秀夫 

     (ＪＡＳＤＡＱ・コード３２５０) 
 

問合せ先 取締役 高財務責任者 CFO 細谷 佳津年 

電話番号 ０３－４５００－４２０８ 

 

ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て） 

に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主数・株式数の増加、株式流動性の向

上、及び資金の調達を目的として当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング（ノンコ

ミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）（以下、「本件」といい、本件における資金調

達方法を、「本資金調達方法」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。 

なお、ライツ・オファリングとは、新株予約権を全ての株主に対し無償で割当て（以下、「本

新株予約権」といいます。）、かつその新株予約権が上場され市場で売買できる資金調達手法で

ございます。 

 

記 

 

１．本件の目的等 

(１) 当社グループの事業について 

当社グループは、収益不動産事業、総合居住用不動産事業及びストック型フィービ

ジネスに分類される３事業を行っております。このうち収益不動産事業及びストック

型フィービジネスにおきましては、不動産担保評価による金融機関からの借入及び当

社自己資金により、主に首都圏の１棟マンションを中心とする中古の収益不動産を仕

入れ、既存の入居者からの賃料収入による利益を確保しつつ、ソフト・ハード面にお

ける様々なバリューアップにより資産価値を高めた上で、主に比較的景気の影響を受

けにくいとされている個人富裕層向けに販売を行い、売却後のプロパティマネジメン

トを受託しております。また、自社にて中長期的に収益不動産を保有することにより、

賃料収入による安定的な利益の確保を目指しております。 

当社グループではこれらの収益不動産を、短期販売用収益不動産、中期販売用収益

不動産、及び固定資産に分類しており、中期経営計画にて経営指標として掲げている
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ところのストック不動産（短・中期販売用収益不動産）を戦略的により一層拡充させ

ていきたいと考えております。 

  

(２) 本件の目的 

① 資本基盤の整備 

 当社グループは、中期経営計画の中で、上述の「（１）当社グループの事業について」

にございます戦略的なストック不動産の拡充等を通じた「事業規模の拡充」並びに、

その実現のための「自己資本調達」を基本方針として掲げており、当社グループのさ

らなる成長ステージに向けて「資本基盤の整備」を推進することは、不可欠な課題だ

と認識しております。 

2012 年 10 月１日現在における発行済株式総数は 140,920 株（自己株式 6,084 株を

含む）、2012 年３月末時点における株主数は 1,617 名という状況であり、今後、大規

模な資本政策を実現するに際しては、株主数及び発行済株式数を増加させ、株式の流

動性を高めることが、重要であると考えております。本件では、本新株予約権及び、

本新株予約権の行使後において発行される株式の一部については、市場で売買される

ことが想定されており、また、本件で割り当てられた本新株予約権の全ての行使がな

された場合におきましては、当該発行済株式総数は 275,756 株となります。これによ

り、新株の発行に伴う発行済株式数の増加、市場を通じて株式を取得する新たな株主

様の増加、並びに当社株式の流動性の向上が見込まれ、企業価値の向上につながるも

のと考えております。 

 

② 自己資本調達 

「自己資本調達」は、戦略的にストック不動産を拡充するためには有効な施策であ

ります。不動産物件の取得時においては、不動産担保評価に応じて一定の手元資金が

必要となり、本資金調達により当該手元資金を拡充することで、短・中期販売用収益

不動産を拡充することが可能となります。 

 

以上の通り、中期経営計画の一環として本件を実行することにより、株主数・株式

数の増加、株式流動性の向上、及び自己資本の調達が達成され、 終的には株主の皆

様の株式価値増大に寄与するものと考えております。 

 

（３）本資金調達方法を選択した理由 

当社グループは、株主の皆様の利益に配慮しつつ、かつ上述の「（２）本件の目的」

の実現を目的として、様々な資金調達方法について慎重に比較検討を進めてまいりま

した。その結果、現在の厳しい株式市況等を勘案した場合、本資金調達方法が、当社、

ひいては株主の皆様にとって 適な資金調達方法であるとの結論に至りました。以下

は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。 
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① その他の資金調達方法の検討について 

１． 金融機関等からの借入 

当社は金融機関とは良好な関係を維持しており、不動産物件の取得に関して

は物件毎にプロジェクト融資を受けております。一方で、本件は上述の「１．

本件の目的等（２）本件の目的①資本基盤の整備」にあります通り、中期経営

計画の一環として、資本基盤の整備を実施するという趣旨でもあります。 

引き続き物件毎のプロジェクト融資については金融機関からの調達は必要不

可欠であり積極的に取り組んでいきますが、並行して、資本基盤の整備並びに

担保評価に応じた手元資金の拡充のための資金調達も重要と認識しております。 

２． 公募増資 

公募増資については、当社の株式流動性や時価総額がより高い水準に至った

際には有力な資金調達手段となり得る可能性がありますが、現在の株式市況並

びに当社の株式流動性や時価総額等を鑑みますと現時点においては、資金調達

手法の候補からは除外しております。 

３． 第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行 

第三者割当による増資或いは新株予約権発行については、①割当先の保有方

針、並びに、投資目的等によっては、当社の経営の独立性が担保されない可能

性があること、及び②本件において調達を予定する資金の額（詳細は「４．調

達する資金の額及び資金の使途等」をご参照ください。）及び当社の時価総額に

鑑みると、既存株主の皆様における希薄化の影響が大きくなることが懸念され

ること、また③転換証券については将来的な株価変動により、株式転換時に既

存株主の皆様への影響が不透明である事などから、現時点においては資金調達

手法の候補として、必ずしも望ましい手法ではないと考えております。 

４． 非上場型の株主割当増資 

新株予約権を上場させない非上場型の株主割当増資については、株主様が新

株予約権を売却する機会が乏しく、結果的には新株予約権を行使されない株主

の皆様が希薄化に伴う影響を回避する選択肢が限定的であり、本資金調達方法

と比較した場合においては、本資金調達方法がより適切な手段と判断いたして

おります。 

  

② 本資金調達方法（ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）） 

本資金調達方法は、「１．本件の目的等（２）本件の目的」にございます目的

達成においては、以下に述べるライツ・オファリングの特長を鑑みると、 も

適した手法であると考えております。 

本資金調達の特長として、全株主の皆様に本新株予約権を無償で割り当てると

いう方法を選択することにより、当社の現状及び今後の事業展開並びに方向性
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を広くご理解いただくとともに、全ての株主の皆様にとって平等な機会をご提

供することが可能と考えております。株主の皆様には、保有する株式数に応じ

て本新株予約権が割り当てられるため、当該新株予約権を行使することによっ

て、各株主様の持分の希薄化を回避することが可能です。また、新株予約権の

無償割当てという発行形態は、株主の皆様による本新株予約権の行使を前提と

する資金調達方法ではありますが、本新株予約権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。）へ上場される予定であるため、本新株予

約権を行使されないご意向をお持ちの株主様におきましては、本新株予約権を

市場で売却することも可能となっており、希薄化により生じる不利益の全部ま

たは一部を補う機会が得られることが期待されます。 

 

上述の（３）① ３．「第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の

発行」に記載の通り、第三者割当による資金調達においては、既存の株主様に

与える株主価値の希薄化による影響が懸念される一方で、本資金調達手法は既

存株主の皆様の利益保護に配慮したスキーム設計であり得ることから、本資金

調達手法は今般の資金調達目的及び内容に適した手法であると考えております。 

また、本日時点では当社の筆頭株主であり、代表取締役でもある田中秀夫が

30.53%を保有しております。同人の意向につきましては「９．筆頭株主の権利

行使予定」をご参照ください。 

なお、本件ライツ・オファリングにつきましては、特定の証券会社等の金融

機関が、一定期間に行使されなかった新株予約権を全て引き受けた上でそれら

を行使することを発行会社に対し約束をするいわゆるコミットメント型のライ

ツ・オファリングではなく、行使期間内において行使されなかった新株予約権

については失権（消滅）するノンコミットメント型のライツ・オファリングで

ある点をご留意ください。 

コミットメント型のライツ・オファリングにつきましては、調達資金の確定

という利点がある一方で、次の理由により現時点では必ずしも望ましい手法と

判断するには至りませんでした。 

まず、当社は、2012 年 6 月 28 日定時株主総会にて、大規模買付ルール（事

前警告型買収防衛策）を、株主様のご理解・ご承認のもと導入いたしておりま

す。すなわち、第３次中期経営計画に代表される、当社取締役会による企業価

値の維持・向上に向けた取り組みに対する買収提案が行われた場合、これを受

け入れるかどうかは、その時点における株主の皆様の 終的なご判断に委ねら

れるべきとの考えのもと、議決権割合の 20％以上の取得を目的とする特定投資

家を大規模買付者と定義し、当該大規模買付者に対しては、当社株主の皆様の

判断及び当社取締役会としての意見形成のために十分な情報の提供を求めるこ
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とを可能としたものであります。しかしながら、コミットメント型ライツ・オ

ファリングに関しては、特定の証券会社等の金融機関が、一定期間に行使され

なかった新株予約権を一括して取得し、その後行使することで、結果として大

規模買付者となることも想定されます。さらに当該金融機関から、特定投資家

に対して、市場外取引等による株式一括譲渡等も制限できるものではないこと

から、保有方針、並びに、投資目的等について、当社の経営方針堅持の担保も

含め、事前に精査することを経ずして大規模買付者が出現する可能性が低くな

いと考えております。これらの事態が生じた場合、当社取締役会の判断に基づ

き、大規模買付者に対して情報提供等を求め、その後の対応方針を検討してい

くことになりますが、このような手続きにより、当該金融機関の株式売却の機

会が著しく制限されることが予想され、そのため、本件資金調達の目的を達成

するために当社が適切と判断する条件において新株予約権を引き受ける金融機

関を探すことが困難な状況がございました。さらに、過去日本国内でコミット

メント型のライツ・オファリングが実施された事例が存在しないため、これを

実施した場合の発行会社、株主、引受金融機関等のリスクや、手続きの詳細を

検討するために、本件で資金を調達する目的に照らして、当社が想定するより

も長期の期間と多額の費用が必要となる可能性がございました。これらの事情

を総合的に考慮し、当社として上記の判断にいたりました。 

なお、過去日本国内でコミットメント型のライツ・オファリングの事例が無

い中で、当該手法を遂行することに伴う事務面に関する潜在的なリスク並びに

コストに対処することも考慮し、コミットメント型のライツ・オファリングに

つきましては、日本国内で当該事例が生じ、かつ、当社の株主数の増加、株式

数の増加、株式流動性がより高い水準に至った際には、検討余地のある資金調

達手法であると理解しております。 

 

以上のことから、当社と致しましては、株主の皆様に対する上場型新株予約権

の無償割当てという本資金調達方法が、当社の目的を達成しつつ、かつ、株主

の皆様の利益保護に十分配慮した現時点における 善の資金調達方法であると

考えております。 

 

なお、繰り返しになりますが、本資金調達方法は行使期間内において行使され

なかった新株予約権が失権（消滅）するスキームとなっております。この点、

株主の皆様におきましては、ご注意いただきたいと存じ上げます。 
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２．ライツ・オファリングの内容 

(１)無償割当の方法 

2012 年 10 月 16 日（火）を基準日とし、当該基準日の 終の株主名簿に記載又は記録

された株主に対して、その有する当社普通株式１株につき１個の割合で株式会社エ

ー・ディー・ワークス第 15 回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法第 277 条）

の方法により割当てます。 

(２)新株予約権の内容等 

①新株予約権の名称 株式会社エー・ディー・ワークス 

第 15 回新株予約権 

②新株予約権の目的となる株式の種類及

び数 

本新株予約権１個あたり、当社普通株式１株

③新株予約権の総数 134,836 個 

※割当基準日における当社の発行済株式総数

から、同日において当社が保有する当社普通

株式数を控除した数 

④新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額（行使価額） 

１株（１個）につき 4,000 円 

⑤新株予約権の行使によって株式を発行

する場合における資本組入額 

１株（１個）につき 2,000 円 

⑥新株予約権の権利行使期間 2012 年 11 月 19 日(月)から 

2012 年 12 月 14 日(金)まで（予定） 

⑦新株予約権の株主様の行使条件 各本新株予約権の一部行使はできないものと

する。 

⑧新株予約権の当社の取得事由 本新株予約権の取得事由は定めない。 

⑨新株予約権の行使請求の方法 (１)本新株予約権を行使しようとする本新株

予約権者は、直近上位機関（当該本新株予約

権者が本新株予約権の振替を行うための口座

の開設を受けた振替機関又は口座管理機関を

いう。）に対して、本新株予約権の行使を行う

旨の申し出及び払込金の支払いを行う。 

(２)直近上位機関に対し、本新株予約権の行

使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤

回することができない。 

⑩その他投資判断上重要又は必要な事項 (１)当社は、本新株予約権の権利行使を受け

た場合、その目的たる普通株式を新規に発行

した上で交付いたします（自己株式による交
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付は予定しておりません）。 

(２)本書面並びに 2012 年 10 月１日付で関東

財務局長宛提出の有価証券届出書（URL: 

http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読され

たうえで、株主様又は投資家様個人の責任に

おいてご判断ください。 

※各株主様における本件手続きの詳細につきましては、2012 年 10 月１日付公表の「ライツ・

オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q

＆A）」（URL:http://www.adw-net.co.jp/ir/index02.html）をご参照ください。 

 

３．ライツ・オファリングの日程 

日程 内容 

2012年10月１日(月) 取締役会決議 

有価証券届出書提出 

基準日設定公告 

2012年10月16日(火) 割当基準日（予定）※本新株予約権の割当対象と

する株主の確定日 

2012年10月17日(水) 届出の効力発生日（予定） 

本新株予約権無償割当ての効力発生日（予定） 

本新株予約権上場日（予定） 

2012年11月２日(金) 本新株予約権の株主割当通知書の送付日（予定） 

2012年11月19日(月)から 

2012年12月14日(金)まで 

本新株予約権行使期間（予定） 

2012年12月10日(月) 

（大阪証券取引所より後日発表) 

本新株予約権上場廃止日(予定) 

 

 

４．調達する資金の額及び資金の使途等 

(１)調達する資金の額（差引手取概算額） 

本件による資金調達額は、2012 年 10 月１日(月)現在の当社発行済株式総数（当社が保

有する自己株式の数を除く。）を基準として算出可能でありますが、株主の皆様の行使

状況により、本件による資金調達額は変動いたします。以下は、行使比率が 65％（本

新株予約権の総数 134,836 個のうち、87,643 個分が行使された場合）及び 100％（本

新株予約権の総数 134,836 個が全て行使された場合）と仮定した場合の払込金額の総

額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額を記載しております。 

（行使比率が 65％の場合） 

① 払込金額の総額                 350,572,000円 



－8－ 
 

② 発行諸費用の概算額        50,572,000円 

③ 差引手取概算額         300,000,000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。 

   ２．発行諸費用の内訳 

     a.業務委託報酬 36,827,456円 

      三田証券株式会社 

      東京都中央区 代表取締役社長 三田邦博 

     b.弁護士報酬 4,000,000円 

            二重橋法律事務所 

      東京都千代田区 代表弁護士 大塚和成 

             c.信託報酬その他諸費用 9,744,544円 

 

（行使比率が 100％の場合） 

① 払込金額の総額                 539,344,000円 

② 発行諸費用の概算額       61,708,000円 

③ 差引手取概算額        477,636,000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。 

   ２．発行諸費用の内訳 

     a.業務委託報酬 45,888,512円 

      三田証券株式会社 

      東京都中央区 代表取締役社長 三田邦博 

     b.弁護士報酬 4,000,000円 

            二重橋法律事務所 

      東京都千代田区 代表弁護士 大塚和成 

             c.信託報酬その他諸費用 11,819,488円 

 

(２)調達資金の使途 

行使比率が 65％と仮定した場合の調達資金の使途については以下のとおりでありま

す。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

短・中期販売用収益不動産の取得

原資 
300 2012 年 11 月～2015 年３月

上記資金使途は「中期経営計画」の末日である 2015 年３月末までに生じ得る資金使

途の内訳を記載したものでありますが、本新株予約権の行使状況により資金調達額や

調達時期が決定されることから、上記資金使途の支出金額が変動する可能性がござい

ます。 
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なお、上記資金調達金額（300 百万円）が達成されなかった場合におきましては、株

式市況、不動産のマーケット状況等を勘案した上で、比較的速やかに他の資金調達手

法を検討する所存でございますが、中期経営計画の進捗が遅延する可能性がございま

す。しかしながら、2012 年８月 10 日に発表致しました 2013 年３月期の通期連結業績

計画につきましては、本件実施を前提とした計画としておらず、上記資金調達金額が

達成されなかった場合におきましても、当連結会計年度における業績、及び資金への

影響はございません。 

 

■短・中期販売用収益不動産の取得原資：300 百万円 

当社グループの「中期経営計画」では、2015 年３月期の販売用収益不動産について、

2012年３月期末の3,810百万円から7,550百万円への増加を図る計画としております。

現在の当社と金融機関の良好な関係の継続を前提とすれば、想定 1,000 百万円の販売

用収益不動産の新規取得が、300 百万円の自己資金の調達により可能となります。（物

件購入価格 1,000 百万円＋物件のバリューアップ資金 150 百万円＝自己資金 300 百万

円＋金融機関借入 850 百万円：LTV85％想定） 

この結果、表面利回り年８％の 80 百万円が年間想定賃料収入として見込め、支払金

利（金融機関借入 850 百万円×金利年 2.71％＝23 百万円）を除いた後も、57 百万円の

ネットキャッシュフローの確保を見込むことが可能です。 

また、仮に短期販売用収益不動産としての取得を想定した場合、平均保有期間を「中

期経営計画」に即して６ヶ月間（２回転）と見積り（2012 年３月期の当社短期販売用

収益不動産の平均保有期間＝５ヶ月）、キャピタルゲインによる利益率を 10％とした場

合、当該収益不動産による年間キャピタルゲインとして 230 百万円（1,150 百万円×

10％×２回転＝230 百万円）が見込まれます。 

結果、キャピタルゲインとインカムゲインの合計 287 百万円（キャピタルゲイン 230

百万円＋インカムゲイン 57 百万円）が当該販売用収益不動産からのプロジェクト利益

となり、直接的に経常利益に反映されるものと考えられます。 

 

※上記記載の金利、表面利回り、キャピタルゲインによる利益率は、いずれも当社の例外的なケースを除いた、

2012 年３月期における平均実績値を採用しております。また、販売用収益不動産に関する担保評価掛目は 2013

年３月期の第１四半期における販売用不動産の平均実績値を採用しております。なお、キャピタルゲインにつき

ましては、中期販売用収益不動産として取得した場合は、短期的には発生いたしませんが、現時点での区分は困

難であり、中期的には売却することを想定しているため、上記金額に含めております。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達した資金につきましては、上述の「４．調達する資金の額及び資金

の使途等 (２)調達資金の使途」に記載した資金使途を予定しており、収益力の安定化を



－10－ 
 

図り、今後の成長基盤を確立することによって中長期的な企業価値の向上を図ることを目

的としていることから、かかる資金使途は合理的であると判断しております。従いまして、

本件は株主の皆様の利益に資するものと考えております。 

 

６．発行条件の合理性 

本新株予約権の１個あたりの割当株数及び行使価額につきましては、当社の業績動向、

財務状況、直近の株価動向等、並びに既存の株主の皆様による本新株予約権の行使の可能

性（株主の皆様に本新株予約権を行使していただけるよう、時価を下回る行使価額を設定

しております。）等を勘案して決定いたしました。 

その結果、割当株数につきましては、当社普通株式１株につき本新株予約権１個を割り

当てることとし、本新株予約権の行使により当社普通株式１株が交付され、また、行使価

額につきましては、１株あたり、4,000 円（本新株予約権の発行決議日前営業日の当社普通

株式の終値の 54.05％）に設定いたしました。本件は当社の企業価値、引いては株式価値向

上を目的として実施するものであり、かつ、既存株主の皆様が経済的な不利益を被らない

ための配慮もなされていること等を総合的に勘案し、本件の発行条件については合理的で

あると考えております。 

 

７．業績に与える影響 

現在のところ、2012 年８月 10 日に発表いたしました 2013 年３月期の通期連結業績計画

並びに１株あたりの年間配当金（予想）に変更はございません。今後本新株予約権の行使

がなされ、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績並びに１株あたりの年間

配当金（予想）への影響が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

なお、当社グループでは、確度の高い情報及び合理的であると判断される情報を元に、

各四半期における進捗の見通しを「フォーキャスト」として適時更新し、開示しておりま

す。 

 

８．潜在株式による希薄化情報等 

2012 年 10 月１日現在における当社の発行済株式数は 140,920 株であり、そのうち当社

が保有する自己株式数は 6,084 株であり、また、本新株予約権が全て行使された場合に発

行される当社普通株式数は 134,836 株です。従いまして、発行済株式総数に対する本新株

予約権にかかる潜在株式数の比率は 95.7％となります。本新株予約権は各株主様が保有す

る株式数に応じて割り当てられるため（2012 年 10 月 16 日(火)において当社株主の権利を

有する株主様につきましては、2012 年 11 月５日(月)頃に、本新株予約権割当状況に関する

通知書が、各株主様がお取引の証券会社様にご登録頂いている住所宛に届く予定です。）、

割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主様につきましては、当該株主様が有す

る持分比率の希薄化は生じないことになります。なお、本新株予約権は大阪証券取引所へ



－11－ 
 

の上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約権を

市場で売却することにより当該希薄化により生じる不利益の全部又は一部を補う機会が得

られることが期待されます。ただし、割り当てられた本新株予約権の一部または全部につ

き行使を行わなかった場合、さらに、大阪証券取引所等で本新株予約権の売却を行なわな

かった場合につきましては、当該持分比率について希薄化が生じる可能性がありますので

ご注意ください。 

 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（2012 年 10 月１日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 140,920 株 100.0%

現時点における潜在株式数 9,823 株 7.0%

現時点における自己株式数 6,084 株 4.3%

本新株予約権に係る潜在株

式数 

134,836 株 95.7%

※本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行され

る株式数は減少いたします。 

 

９．筆頭株主の権利行使予定 

当社は、当社の筆頭株主でもある当社代表取締役田中秀夫より、今回の新株予約権無償

割当により、同人に割当てられることとなる本新株予約権は、大部分について行使を行う

旨の意向を受けておりますが、一部については本新株予約権の売却を予定しております。 

また、本新株予約権の行使に際して要する資金については、同人の手元資金に加えて、

現在までの同人保有の株式売却、及び今後の株式売却、本新株予約権の一部売却などの手

段によって得た資金を充当する予定であるとのことです。 

 

割当前（2012 年３月 31 日現在） 割当後 

田中 秀夫 41.18% 田中 秀夫 42.08%

㈲リバディーハウス 5.08% ㈲リバディーハウス 5.19%

増田 努 3.97% 増田 努 4.06%

クレディットスイスアーゲーチュ

ーリッヒ 

(常任代理人㈱三菱東京 UFJ 銀行) 

3.72% クレディットスイスアーゲーチュ

ーリッヒ 

(常任代理人㈱三菱東京 UFJ 銀行) 

3.80%

秋元 浩 2.09% 秋元 浩 2.13%

安井 利男 1.12% 安井 利男 1.15%

遠藤 栄一 1.06% 遠藤 栄一 1.08%

㈱SBI 証券 0.98% ㈱SBI 証券 1.01%
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㈲プレステージ 0.94% ㈲プレステージ 0.96%

㈱河辺工業 0.93% ㈱河辺工業 0.95%

※割当後の比率は、本新株予約権が全て行使された場合の数値です。 

 

１０．各株主様のお取引について 

本新株予約権が割当てられた各株主様におきましては、本新株予約権の行使による当社

株式の取得若しくは大阪証券取引所等を通じた売却の何れかの方法がございます。具体的

な手続きにつきましては、2012 年 10 月１日付公表の「ライツ・オファリング(ノンコミ

ットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q＆A）」 

（URL: http://www.adw-net.co.jp/ir/index02.html）をご参照ください。 

なお、外国居住の株主様につきましては、原則として本新株予約権の売買は可能な一方

で、本新株予約権の行使は、以下（※）にございます例外的措置を除き、制限させて頂く

こととなります。 

外国居住の株主様に対する当該制限については、株主平等の原則に抵触する可能性も含

め慎重に検討をいたしましたが、当社と致しましては、(ⅰ)外国居住株主様の行使を認め

た場合に履行する必要があり得る特定外国の当局に対する登録等の手続きに係るコストが

極めて大きな負担となる一方で、(ⅱ)本件においては、仮に外国居住株主様の行使を制限

したとしても新株予約権の上場によって流動性が確保されるため、当該株主様の皆様も市

場取引を通じて一定の経済的利益の回収を図れることに鑑み、 終的に当該制限は株主平

等の原則に違反するものではないと判断いたしました。なお、かかる検討に際しては、二

重橋法律事務所（東京都千代田区 代表弁護士 大塚和成）より本件における外国居住株主

による新株予約権の行使制限は、日本法上も適法であると考えられる旨の法律意見書を取

得しております。 

 

※ 例外的措置について 

本新株予約権の行使請求取次の依頼日（各証券会社が行使請求に要する事項の通知を

発行要項記載の行使請求受付場所に行う日とします。）から７営業日前までを目途に、

当該権利行使にかかる株主様（実質的に当該新株予約権の行使の権限を有する者）が、

米国の居住者では無い旨を証明した資料及び別途当社が指定する資料を当社に提供頂

き、かつ当社にて当該事項が証明された旨を確認出来た場合は、当該株主様につきま

しては、外国居住であるか否かに係らず本新株予約権の行使を認めさせて頂く場合が

ございます。その場合には、当社よりその旨書面にて通知いたしますので、その後に

証券会社様を通じて本新株予約権の行使請求を行って頂くこととなります。 

本件例外的措置を希望する外国居住の株主様につきましては、まずは事前に当社の問

合せ先（０３－４５００－４２０８）までお電話でご相談ください。なお、当社の意

向に係わらず、外国居住株主の皆様に対する各国の適用法令上、本新株予約権の割当
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て、行使、売買について何らかの制約がある可能性はございますので、各外国居住株

主の皆様においては、それぞれに適用される法令について、事前に弁護士等にお問い

合わせください。 

 

１１．本件新株予約権の買付け希望の株主様並びに投資家様について 

新たに本件新株予約権の買付けを希望される株主様並びに投資家様につきましては、ま

ずは各自でお取引のある証券会社までお問合せください。お取引先の証券会社で本新株予

約権買付けに係る取次業務を受け付けていない場合は、他の証券会社に新たに口座を開設

していただく必要があります。詳細につきましては、「ライツ・オファリング(ノンコミッ

トメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q＆A）」 

（URL:http://www.adw-net.co.jp/ir/index02.html）にございます「Ｑ５－３本新株予

約権の買付けを受付けている証券会社」をご参考ください。また、本新株予約権の買付の

取次を行う証券会社につきましては、別途プレスリリースにて公表させて頂く予定でござ

います。 

 

１２． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(１) 近３年間の業績（連結） 

回次 第84期 第85期 第86期 

決算年月 2010年3月 2011年3月 2012年3月 

売上高           （千円） 6,285,938 9,328,125 10,159,823 

経常利益     （千円） 417,416 526,954 290,370 

当期純利益       （千円） 220,671 300,846 140,014 

包括利益     （千円） － 300,818 140,014 

純資産額         （千円） 1,835,509 2,132,673 2,205,204 

総資産額         （千円） 6,666,747 8,537,631 6,258,882 

1株当たり純資産額  （円） 26,795.83 15,371.01 16,179.03 

1株当たり当期純利益（円） 3,266.54 2,189.40 1,045.32 

※当社は、2010 年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第 85 期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たりの当期純利益金額を算定しております。 

 

(２) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による第７回乃至第 11 回新株予約権 

割当日 2011 年１月 31 日 

調達資金の額 
528,432,120 円 （差引手取概算額） 

※新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
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募集時における  

発行済株式数 
140,920 株 

当該募集による  

潜在株式数 
31,657 株 

割 当 先 
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社  

田中 秀夫(当社代表取締役社長) 

現時点における  

行使状況 
行使済株式数：０株 

現時点における  

潜在株式数 
０ 株 

発行時における  

当初の資金使途 

マンション、ビル等の長期保有型固定資産の取得原資  

販売用棚卸資産(収益不動産)の取得原資 

発行時における  

支出予定時期 
2011 年２月～2016 年３月 

現時点における  

充当状況 

無し 。 

第７回乃至第 11 回新株予約権は 2012 年２月 15 日付の

当社取締役会により全新株予約権を取得及び消却するこ

とを決議し、2012 年３月 15 日付で取得及び消却手続き

が完了いたしました。  

同様に、2012 年２月 15 日付で第 11 回新株予約権の割

当先である田中秀夫から当該新株予約権を放棄する旨申

し出を受け、2012 年３月 15 日付で消滅手続きが完了い

たしました。  

 

第三者割当による自己株式の処分 

処分期日 2012 年３月１日 

処分時における 

発行済株式数 
140,920 株 

処分株式数 2,700 株 

処分価額 １株につき 8,000 円 

資金価額の総額 21,600,000 円 

募集又は処分方法 第三者割当による処分 
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処分先 

米津 正五 (当社 常務取締役) 100 株 

細谷 佳津年 (当社 取締役 高財務責任者 CFO) 500 株 

田路 進彦 (当社 執行役員) 100 株 

むさし証券株式会社 500 株 

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 

1,500 株 

処分時における  

調達資金の使途 
2012 年３月期の運転資金に全額充当 

現時点における 

資金の充当状況 
2012 年３月期の運転資金に、全額を充当済みです 

 

(３) 近の株価の状況 

① 過去３年間の状況（期末） 

 2010年３月期 2011年３月期 2012年３月期 

始 値 4,650 円 7,725 円 10,070 円 

高 値 11,875 円 23,390 円 13.740 円 

安 値 3,750 円 6,340 円 6,550 円 

終 値 7,705 円 9,860 円 9,180 円 

※当社は、2009 年 10 月１日付及び 2010 年７月１日付でいずれも普通株式１株につき２株の株式分割を行って

おります。上記株価については、株式分割の実施の前後で株価を連続的にとらえるために、分割後の値に調整

したものを表示しております。 

② 近６ヶ月の状況 

 2012年４月 2012年５月 2012年６月 

始 値  9,250 円 8,690 円 6,710 

高 値  9,250 円 8,690 円 8,670 

安 値 8,150 円 6,540 円 6,500 

終 値 8,700 円 6,680 円 8,160 

 

 2012 年７月 2012 年８月 2012 年９月 

始 値 8,600 円 7,660 円 7,540 円 

高 値 8,600 円 8,280 円 7,700 円 

安 値 7,450 円 7,300 円 7,220 円 

終 値 7,630 円 7,550 円 7,400 円 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 
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 2012年９月28日 

始 値 7,530 円

高 値 7,530 円

安 値 7,400 円

終 値 7,400 円

 

以上 

 

ご注意： 

この文書（参考書面を含みます。）は、当社の第15回新株予約権の発行に関して一般に公表する

ための公表文であり、特定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本新株予約権の行使、売買又は失権に係る投資判断につきましては、本書面並びに2012年10月１

日付提出の有価証券届出書（URL: http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読されたうえで、株主

様又は投資家様個人の責任において行うことをご理解いただければと存じます。この文書には、

当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、予想、計画又は目標等の

将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本書の作成時点における当社の判

断又は認識に基づいておりますが、将来における実際の業績等は、様々な要因により、本書に記

載された見通し等と大きく異なる可能性がございますので予めご了承ください。 

なお、この文書は、日本国外における証券の募集または購入の勧誘ではありません。上記新株予

約権の発行は、日本国外における証券法その他の法令（1933 年米国証券法を含む）に基づく登

録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米

国証券法に基づく証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券

の募集または販売を行うことはできません。 
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【ご参考】 

第15回新株予約権発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 

株式会社エー・ディー・ワークス 第15回新株予約権（以下「本新株予約権」という） 

2. 本新株予約権の割当ての方法 

新株予約権無償割当ての方法により、2012年10月16日（以下「割当基準日」という。）にお

ける当社の 終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当社

株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てる（以下「本新株予

約権無償割当て」という。）。 

3. 本新株予約権の総数 

割当基準日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社自己株式

数を控除した数とする。 

4. 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

2012年10月17日 

5. 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は当社の普通株式１株とする。 

(2) 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の価額は、4,000円とする。 

(3) 本新株予約権の行使期間 

2012年11月19日から2012年12月14日までとする。 

(4) 本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円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ

るものとする。 

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

減じた額とする。 

(5) 本新株予約権の譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得事由 
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本新株予約権の取得事由は定めない。 

6. 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（2001年法律第75号。

その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。）第163条の定めに従い社債等振替法

の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２

項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権

の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従

う。 

7. 本新株予約権の行使請求受付場所 

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

8. 本新株予約権の行使に際しての金銭の払込取扱場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 本店営業部 

9. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関（当該本新株予約

権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機

関をいう。以下同じ）に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の

支払いを行う。 

(2) 直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤

回することができない。 

10. 外国居住株主による本新株予約権の行使について  

本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、

またその予定もない。外国に居住する株主は、本新株予約権の行使に関しそれぞれに適用

される証券法その他の外国の法令に基づく規制が課せられないことについて、本新株予約

権の行使請求取次の依頼日（ここでは口座管理機関が行使請求に要する事項の通知を行使

請求受付場所に行う日とする）の７営業日前までに、当該事項を証する資料を当社に提供

し、かつ当該事項を当社が確認した旨の通知を、直近上位機関から行使請求受付場所に対

する行使請求取次に関する通知がなされる日の前営業日までに、当社から当該株主宛に書

面にて行った場合を除き、本新株予約権の行使について制限がなされる。 

11. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

12. その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は代表取締役

社長に一任する。 

以 上 


