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平成25年1月22日  

 

各   位 

 

会 社 名 アジアグロースキャピタル株式会社  

代表者名 代表取締役社長 小 川 浩 平  

（コード番号 ６９９３ 東証第二部）  

問合せ先  総務部長  岩 瀬 茂 雄  

（TEL．０３－３４４８－７３００）  

 

（変更）「第三者割当により発行される新株式（デット・エクイティ・スワップ） 

及び第12回新株予約権（第三者割当）の発行 

並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」 

の一部変更のお知らせ 

 

平成25年1月11日に公表いたしました標記のお知らせの記載内容の一部に変更すべき事

項がありましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１．変更の理由 

「第三者割当により発行される新株式（デット・エクイティ・スワップ）及び第12回新

株予約権（第三者割当）の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の

異動に関するお知らせ」の内容について、新株式の割当先である小川氏によるＭＴキャ

ピタル匿名組合への現物出資を止め、現金出資することへ変更する必要性が生じたため、

下記の通り変更いたします。また、今回の変更は、新株予約権の行使に関して、影響は

ないものと判断しております。 

 なお、払込期日に変更はございません。 

 

２. 変更の内容 

 

変更箇所は＿＿＿線で示しております。 
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Ⅰ．第三者割当により発行される新株式及び新株予約権の募集の内容（2ページ） 

１．募集の概要 

（１）新株式発行の概要 

（変更前） 

（９）その他 小川氏は平成 25 年 1 月 28 日に、ＭＴキャピタル匿名組合へ本新株

式の全て（8,675,000 株）を匿名組合出資するため、その営業者で

ある「ＭＴキャピタル合同会社（代表社員：三田証券）」が、同日に

8,675,000 株の株式名義人になります。 

（変更後） 

（９）その他 

 

 

上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効

力が発生することが条件になります。 

 

 

５．発行条件等の合理性（18 ページ） 

（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理由 

(変更前) 

本新株式発行（8,675,000 株）および第 12 回新株予約権が全て行使された場合に発行さ

れる当社株式（22,500,000株）の合計31,175,000株に係る議決権の数は311,750個となり、

平成 24 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数及び議決権の総数に平成 24 年 10 月以降

の第11回新株予約権行使分を加算した発行済株式総数及び議決権総数に対する割合は株式

数で 87.98％、議決権数で 88.03％となり,大規模な希薄化が生じます。 

このような大規模な希薄化が生じることから、既存株主の株主価値を損なう恐れがあり

ますが、当社の慢性的な営業赤字と現在の財務状況を鑑みますと、抜本的な事業構造の転

換を図る必要があり、その為に、当面の事業構造転換の間の短期的な資金負担を減らし財

務体質を強化しながら、グループ全体として、短期的には高収益企業の取り込みによって

連結収益の改善を図るとともに、中長期的には経営資源の最適配分に基づきシナジー効果

発揮による収益基盤の大幅な増強により、企業価値ひいては株主価値向上をめざす為の資

金調達であり、発行数量及び短期的な株式価値の希薄化の規模はかかる目的達成の上で、

株主利益に資する十分な合理性があるものと判断しております。 

本第三者割当増資による希薄化と資金調達による財務基盤の強化ならびに収益基盤の強

化は相反するものではありますが、当社はこれらの最適なバランスを考慮するとともに、

希薄化に対する下記 10.企業行動規範上の手続きに関する事項に記載の第三者委員会の意

見を参考にして、本第三者割当増資の諸条件を決定致しました。本第三者割当増資が実施

されない場合、営業キャッシュフローの赤字が更に継続し、運転資金需要を満たせないこ
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とから早晩事業計画に支障をきたす恐れがあり、中期的な視点からはやむをえず、完全に

合理的とまでは言えないものの、妥当な規模での発行であると考えております。また、大

規模希薄化に対しては、臨時株主総会による株主の意思確認手続き実施の可否についても

検討いたしましたが、足許資金繰りが逼迫しており緊急な対応を要すること、更には株主

総会開催に要する費用により更に資金繰りが圧迫されることを勘案し、第三者委員会から

の意見書により対応するのが相当と判断いたしました。 

なお、本新株式の発行により、主要株主である筆頭株主に異動が生じ、小川氏が本新株

式の発行日である平成 25 年 1 月 28 日に主要株主である筆頭株主となる予定です。また、

割当後速やかに、本新株式を小川氏が新株予約権の割当予定先であるＭＴキャピタル匿名

組合（営業者：ＭＴキャピタル合同会社）に匿名組合出資することにより、更に主要株主

である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じ、ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：

ＭＴキャピタル合同会社）が本新株式の出資日である平成 25 年 1 月 28 日に主要株主であ

る筆頭株主及びその他の関係会社となる予定です。本新株予約権の行使を踏まえた主要株

主の状況については「７．本調達スキーム実施前後の大株主及び持株比率」をご参照くだ

さい。 

 

（変更後） 

本新株式発行（8,675,000 株）および第 12 回新株予約権が全て行使された場合に発行さ

れる当社株式（22,500,000株）の合計31,175,000株に係る議決権の数は311,750個となり、

平成 24 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数及び議決権の総数に平成 24 年 10 月以降

の第11回新株予約権行使分を加算した発行済株式総数及び議決権総数に対する割合は株式

数で 87.98％、議決権数で 88.03％となり,大規模な希薄化が生じます。 

このような大規模な希薄化が生じることから、既存株主の株主価値を損なう恐れがあり

ますが、当社の慢性的な営業赤字と現在の財務状況を鑑みますと、抜本的な事業構造の転

換を図る必要があり、その為に、当面の事業構造転換の間の短期的な資金負担を減らし財

務体質を強化しながら、グループ全体として、短期的には高収益企業の取り込みによって

連結収益の改善を図るとともに、中長期的には経営資源の最適配分に基づきシナジー効果

発揮による収益基盤の大幅な増強により、企業価値ひいては株主価値向上をめざす為の資

金調達であり、発行数量及び短期的な株式価値の希薄化の規模はかかる目的達成の上で、

株主利益に資する十分な合理性があるものと判断しております。 

本第三者割当増資による希薄化と資金調達による財務基盤の強化ならびに収益基盤の強

化は相反するものではありますが、当社はこれらの最適なバランスを考慮するとともに、

希薄化に対する下記 10.企業行動規範上の手続きに関する事項に記載の第三者委員会の意

見を参考にして、本第三者割当増資の諸条件を決定致しました。本第三者割当増資が実施

されない場合、営業キャッシュフローの赤字が更に継続し、運転資金需要を満たせないこ

とから早晩事業計画に支障をきたす恐れがあり、中期的な視点からはやむをえず、完全に
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合理的とまでは言えないものの、妥当な規模での発行であると考えております。また、大

規模希薄化に対しては、臨時株主総会による株主の意思確認手続き実施の可否についても

検討いたしましたが、足許資金繰りが逼迫しており緊急な対応を要すること、更には株主

総会開催に要する費用により更に資金繰りが圧迫されることを勘案し、第三者委員会から

の意見書により対応するのが相当と判断いたしました。 

なお、本新株式の発行により、主要株主である筆頭株主に異動が生じ、小川氏が本新株

式の発行日である平成 25 年 1 月 28 日に主要株主である筆頭株主となる予定です。本新株

予約権の行使を踏まえた主要株主の状況については「７．本調達スキーム実施前後の大株

主及び持株比率」をご参照ください。 

(下線部削除) 

 

６．割当予定先の選定理由等（19 ページ） 

（１）割当予定先の概要 

 

ｂ．本新株予約権の発行 4,500 個（潜在株式 22,500,000 株） 

（変更前） 

（１） 名称 
ＭＴキャピタル匿名組合（営業者ＭＴキャピタル合同会社（業務執

行社員三田証券）） 

（２） 所在地 － 

（３） 設立根拠等 商法第 535 条に規定する匿名組合契約に基づく組合 

（４） 組成目的 当社が発行する新株予約権及び普通株式に投資を行うため 

（５） 組成日 平成 25 年１月 28 日 

（６） 出資の総額 347 百万円 

（７） 出資者・出資比率・

出資者の概要 
99％ 小川 浩平 （当社代表取締役） 

名称 ＭＴキャピタル合同会社 

所在地 東京都中央区日本橋兜町３-11 三田証券内 （８） 営業者の概要 

代表者の役職・氏名 代表社員 三田証券株式会社 
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当社と当該匿名組合

との間の関係 

当社の代表取締役である小川氏は、当該匿名

組合に対して、小川氏がＤＥＳによって取得

する当社普通株式 8,675,000 株（平成 25 年１

月 10 日終値である 40 円換算の時価

347,000,000 円）の全株について、現物出資

を行う予定です。 

なお、当社は、当該匿名組合の営業者である

ＭＴキャピタル合同会社からは、当該匿名組

合による業務の執行に際して、匿名組合契約

上、匿名組合員たる小川氏は一切の指図権限

のないことを確認しております。 

（９）当社と当該匿名組合と

の間の関係 

当社と営業者との間

の関係 

当社と当該匿名組合の営業者との間には、記

載すべき資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。 

当該匿名組合の営業者の代表社員である三田

証券株式会社は第 11 回新株予約権の割当先

です。 

 

（変更後） 

（１） 名称 
ＭＴキャピタル匿名組合（営業者ＭＴキャピタル合同会社（業務執

行社員三田証券）） 

（２） 所在地 － 

（３） 設立根拠等 商法第 535 条に規定する匿名組合契約に基づく組合 

（４） 組成目的 当社が発行する新株予約権及び普通株式に投資を行うため 

（５） 組成日 平成 25 年１月 28 日 

（６） 出資の総額 50 百万円 

（７） 出資者・出資比率・

出資者の概要 
99％ 小川 浩平 （当社代表取締役） 

名称 ＭＴキャピタル合同会社 

所在地 東京都中央区日本橋兜町３-11 三田証券内 （８） 営業者の概要 

代表者の役職・氏名 代表社員 三田証券株式会社 
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当社と当該匿名組合

との間の関係 

当社の代表取締役である小川氏は、当該匿名

組合に対して、4950 万円の匿名組合出資を行

う予定です。匿名組合出資を行う目的は、当

初の行使資金として最低限の匿名組合の自己

資本がなお必要であるとともに、割当予定先

の信用力を一定限度保持し、株価の変動等に

よる債務超過リスクを軽減・吸収するためで

あります。 
なお、当社は、当該匿名組合の営業者である

ＭＴキャピタル合同会社からは、当該匿名組

合による業務の執行に際して、匿名組合契約

上、匿名組合員たる小川氏は一切の指図権限

のないことを確認しております。 

（９）当社と当該匿名組合と

の間の関係 

当社と営業者との間

の関係 

当社と当該匿名組合の営業者との間には、記

載すべき資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。 

当該匿名組合の営業者の代表社員である三田

証券株式会社は第 11 回新株予約権の割当先

です。 

 

c. 割当予定先の選定理由（21ページ） 

＜本新株予約権＞ 

<前 略＞ 

（変更前） 

以上から、既存株主の皆様の株式の希薄化を懸念しつつも、本新株予約権による資金調

達を選択いたしました。本新株予約権の割当先について検討を行ってまいりましたところ、

前回調達スキームの割当先である三田証券株式会社より、本新株予約権に係る条件提示を

受けました。三田証券が設立する三田証券を業務執行社員とするＭＴキャピタル合同会社

を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合以外の割当候補先は見当たらないこと、ＭＴキャ

ピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社より本新株予約権の行使により

交付される当社普通株式について市場動向を勘案しつつ適時売却していく方針であり、口

頭にて当社の経営に介入する意思がないことが確認できたこと、及びＭＴキャピタル合同

会社の業務執行社員である三田証券は、金融商品取引業者として本新株予約権と類似の案

件についても実績を有していること等を総合的に勘案し、ＭＴキャピタル合同会社を営業

者とするＭＴキャピタル匿名組合を割当予定先として選定いたしました。なお、平成24

年4月、当社の代表取締役社長である小川氏より前回調達スキームの割当先として、三田

証券株式会社の紹介を受け、三田証券を割当先として前回調達スキームを実施しておりま

す。三田証券を引受先としなかった理由は、当社が継続企業としての前提に重要な疑義が

生じている状況が改善されておらず、今後の事業運営にはなお多くの不確実性が存在して
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いること等に加え、前回よりも全般的な当社の財務状況が悪化していることから、三田証

券にて直接引き受けることが困難であったためです。また、今回は可及的速やかに株主価

値向上のため新株予約権の行使の促進が行われる必要があるため、小川氏にＤＥＳによる

本新株式をＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合に拠出して

頂いたのは、投資家であるＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組

合の自己資本を充実させ、新株予約権行使を促進させることにより、より多くのＤＷ株式

取得のための資金の調達を促すためであります。小川氏が匿名組合出資する本新株式は下

記d.に記載の通り、本新株予約権行使と同時に行使日の時価でＭＴキャピタル合同会社に

よって売却されることにより、行使日と決済日の間の当社株式の価格変動リスクがヘッジ

され、行使価額と時価の差額を利益として行使時に確定することができます。行使後の価

格変動を考慮することなく、行使日に時価が行使価額を上回ってさえいれば損失が出ない

ため、行使が促進されると考えております。 

 

（変更後） 

以上から、既存株主の皆様の株式の希薄化を懸念しつつも、本新株予約権による資金調

達を選択いたしました。本新株予約権の割当先について検討を行ってまいりましたところ、

前回調達スキームの割当先である三田証券株式会社より、本新株予約権に係る条件提示を

受けました。三田証券が設立する三田証券を業務執行社員とするＭＴキャピタル合同会社

を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合以外の割当候補先は見当たらないこと、ＭＴキャ

ピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社より本新株予約権の行使により

交付される当社普通株式について市場動向を勘案しつつ適時売却していく方針であり、口

頭にて当社の経営に介入する意思がないことが確認できたこと、及びＭＴキャピタル合同

会社の業務執行社員である三田証券は、金融商品取引業者として本新株予約権と類似の案

件についても実績を有していること等を総合的に勘案し、ＭＴキャピタル合同会社を営業

者とするＭＴキャピタル匿名組合を割当予定先として選定いたしました。なお、平成24

年4月、当社の代表取締役社長である小川氏より前回調達スキームの割当先として、三田

証券株式会社の紹介を受け、三田証券を割当先として前回調達スキームを実施しておりま

す。三田証券を引受先としなかった理由は、当社が継続企業としての前提に重要な疑義が

生じている状況が改善されておらず、今後の事業運営にはなお多くの不確実性が存在して

いること等に加え、前回よりも全般的な当社の財務状況が悪化していることから、三田証

券にて直接引き受けることが困難であったためです。 

（下線部削除） 
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ｄ. 株券等の保有方針（22 ページ） 

＜本新株式＞ 

(変更前) 

小川氏が本新株式発行により取得する当社株式については、小川氏より、当該株式の全

部を、ＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合に匿名組合出資し、

ＭＴキャピタル合同会社にその運用を一任する予定である旨説明を受けております。匿名

組合出資する目的は、第一に本新株式と同時にＭＴキャピタル合同会社による、ＭＴキャ

ピタル匿名組合に割り当てられる本新株予約権の行使を促進することであります。本新株

予約権の行使と同時に行使日の時価で本新株式を売却することにより、行使日と決済日の

間の当社株式の価格変動リスクがヘッジされ、行使価額と時価の差額を利益として行使時

に確定することが可能となり、これにより行使後の価格変動を考慮することなく、行使日

に時価が行使価額を上回ってさえいれば損失が出ないため、行使が非常に促進されます。

上記のように小川氏の株式は新株予約権行使時の価格変動リスクをヘッジする目的で主

に使用されますが、三田証券からの融資額が本新株予約権行使の原資に不足する場合には、

当該株式を市場売却しその代金を本新株予約権行使の原資とする場合があります。なお、

ＭＴキャピタル合同会社による上記業務の執行に際して、匿名組合契約上、匿名組合員た

る小川氏は一切の指図権限のないこと、業務執行社員である三田証券において関連法令を

順守して当社株式の運用を行う旨を確認しております。  

ＭＴキャピタル合同会社による運用期間満了時（本新株予約権の行使期間の終了時）に

は、当社株式が残存していれば残余財産の分配を現物で小川氏が受け、その後は原則とし

て長期保有する旨説明を受けております。 

当社は、割当予定先である小川氏より、割当後 2年以内に割当する新株式の全部または

一部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

内容を東証に報告する旨及び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

書を受領する予定です。なお、上記記載の通り、小川氏は、当該全ての株式を割当後速や

かにＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合に匿名組合出資す

ることより、本新株式発行後速やかに上記報告を受領予定です。また、ＭＴキャピタル合

同会社は本新株式の市場売却を運用方針としているため、本新株式の特定の第三者譲渡は

予定しておりません。 

 

(変更後) 

小川氏が本新株式発行により取得する当社株式については、小川氏より、当該株式の全部

を長期保有する旨説明を受けております。 

当社は、割当予定先である小川氏より、割当後 2年以内に割当する新株式の全部または一 

部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

容を東証に報告する旨及び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
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受領する予定です。 

 

＜本新株予約権＞ 

(変更前) 

当社は、割当予定先であるＭＴキャピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同

会社（業務執行社員三田証券株式会社）より、本新株予約権の割当てを受け、その匿名組

合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の裁量において、本新株予約権を行使のうえ、

行使によって取得した当社株式を、市場動向を勘案しつつ適宜市場にて売却を進めていく

旨説明を受けております。 

また、本新株予約権の第三者割当と並行して実施されるデット・エクイティ・スワップ

により小川氏に割当られる当社株式（以下「本件出資株式」といいます。）については、

小川氏より、ＭＴキャピタル合同会社による本件出資株式の全部をＭＴキャピタル合同株

式会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合に現物出資し、ＭＴキャピタル合同会社に

その運用を一任する予定である旨説明を受けております。匿名組合出資する目的は、ＭＴ

キャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組合に割り当てられる本新株予

約権の行使を促進することであります。本新株予約権の行使と同時に行使日の時価で本件

出資株式を売却することにより、行使日と決済日の間の当社株式の価格変動リスクがヘッ

ジされ、行使価額と時価の差額を利益として行使時に確定することが可能となり、これに

より行使後の価格変動を考慮することなく、行使日に時価が行使価額を上回ってさえいれ

ば損失が出ないため、行使が促進されると考えております。また本件出資株式は三田証券

からの新株予約権行使のための融資を保全するための資産ともなり、融資が円滑に実施さ

れる結果として新株予約権の行使が促進されると考えております。上記のように小川氏の

当該株式は本新株予約権行使時の価格変動リスクをヘッジする目的で主に使用されます

が、三田証券からの融資額が本新株予約権行使の原資に不足する場合には、当該株式を市

場売却しその代金を本新株予約権行使の原資とする場合があります。なお、ＭＴキャピタ

ル合同会社による上記業務の執行に際して、匿名組合契約上、匿名組合員たる小川氏は一

切の指図権限のないこと、業務執行社員である三田証券において関連法令を順守して当社

株式の運用を行う旨を確認しております。また、ＭＴキャピタル合同会社による運用期間

満了時（本新株予約権の行使期間の終了時）に当社株式が残存していれば残余財産の分配

を小川氏が受ける旨説明を受けております。 

ＭＴキャピタル合同会社による上記匿名組合事業（本新株予約権の行使）が終了した後、

小川氏は残余財産として当社株式又は金銭の分配を受け、その後は原則として長期保有す

る旨説明を受けております。 

 

(変更後) 

 当社は、割当予定先であるＭＴキャピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同
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会社（業務執行社員三田証券株式会社）より、本新株予約権の割当てを受け、その匿名組

合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の裁量において、本新株予約権を行使のうえ、

行使によって取得した当社株式を、市場動向を勘案しつつ適宜市場にて売却を進めていく

旨説明を受けております。 

なお、ＭＴキャピタル合同会社による上記業務の執行に際して、匿名組合契約上、匿名

組合員たる小川氏は一切の指図権限のないこと、業務執行社員である三田証券において関

連法令を順守して当社株式の運用を行う旨を確認しております。また、ＭＴキャピタル合

同会社による運用期間満了時（本新株予約権の行使期間の終了時）に当社株式が残存して

いれば残余財産の分配を小川氏が受ける旨説明を受けております。 

ＭＴキャピタル合同会社による上記匿名組合事業（本新株予約権の行使）が終了した後、

小川氏は残余財産として当社株式又は金銭の分配を受け、その後は原則として長期保有す

る旨説明を受けております。 

 

（２）払込みに要する資金等の状況（23 ページ） 

＜本新株予約権＞ 

(変更前) 

当社は、本新株予約権の割当予定先の営業者であるＭＴキャピタル合同会社、及びその

業務執行社員である三田証券から、本新株予約権にかかる払込について払込期日に全額払

い込むことの確約をいただくとともに、本新株予約権の払込並びに本新株予約権の行使の

ために必要となる資金の確保・調達方法及び財務状況についてヒアリングを十分に行いま

した。その結果、本新株予約権の払込並びに本新株予約権の行使のために必要となる資金

は、主として三田証券から新株予約権運用上必要となるＭＴキャピタル合同会社へ新株予

約権の行使に応じて貸付られる 6億円の貸付枠、及び当社社長である小川氏が匿名組合出

資する本件出資株式（8,675,000 株）をＭＴキャピタル合同会社が市場売却して得られる

手取金（平成 25 年 1 月 10 日終値である 40 円換算で最大金３億４千 7 百万円）であるこ

とを確認いたしました。上記確認のため当社はＭＴキャピタル合同会社と三田証券及び小

川氏との各匿名組合契約、ＭＴキャピタル合同会社の金融機関の預金残高を精査いたしま

した。更に、当社はＭＴキャピタル合同会社の業務執行社員である三田証券より、本新株

予約権の行使方法として、まず三田証券より貸付られた現金を行使価額の払込に充当する

とともに、小川氏から現物出資された当社株式を、本新株予約権行使日に行使により発行

される当社株式と同数、時価相当額で市場売却し、当該行使により発行された当社株式を

当該市場売却した株式の決済に充当するとともに、当社株式の市場売却による手取り金を

回収して三田証券からＭＴキャピタル合同会社への融資残高が行使にともなって逓増せ

ず、保有株式数も逓減しないことを基本とする旨、但し、市場売却と本新株予約権の行使

を同時に行わずにキャッシュを取り崩す場合または、三田証券からの融資枠６億円で行使

に必要な払込金に不足する場合には、必要に応じて三田証券から融資を受け、または現物
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出資された株式を市場売却してその代金を新株予約権の行使代金に充当し、その場合は融

資残高が増加するまたは現物出資された株式が減少する旨を確認しております。融資枠の

保全のための株式の現物出資及び三田証券からの新株予約権行使のための貸付枠 6 億円

が新株予約権行使のための資金としては十分な必要資金であることを確認いたしました。

割当予定先の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の運用方針は、当社株式の市場価格が

本新株予約権の行使価額を上回っている場合、本新株予約権を行使のうえ、行使によって

取得した当社株式を市場動向を勘案しつつ、適宜市場にて売却(1 日あたり出来高に対し

て概ね20-30%を売却)するものです。なお、小川氏より現物出資を受けた株式については、

上記に説明したとおり、本新株予約権行使と同時に行使日の時価でＭＴキャピタル合同会

社によって売却されることにより、行使日と決済日の間の当社株式の価格変動リスクがヘ

ッジされ、行使時に行使価額と時価の差額を利益として確定することができます。行使後

の価格変動を考慮することなく、行使日に時価が行使価額を上回ってさえいれば損失が出

ないため、行使が促進されると考えております。当社は三田証券についても平成 24 年 11

月 30 日現在の試算表により、平成 24年 11 月 30 日現在における三田証券の現預金等の財

産の状況及び上記融資枠設定に関する三田証券のコミットメントを確認いたしました。こ

れらにより当社は、割当予定先による本新株予約権の払込並びに本新株予約権の全額の行

使のために必要となる資金の確保・調達になんら支障がないことを確認いたしました。 

 

(変更後) 

当社は、本新株予約権の割当予定先の営業者であるＭＴキャピタル合同会社、及びその

業務執行社員である三田証券から、本新株予約権にかかる払込について払込期日に全額払

い込むことの確約をいただくとともに、本新株予約権の払込並びに本新株予約権の行使の

ために必要となる資金の確保・調達方法及び財務状況についてヒアリングを十分に行いま

した。その結果、本新株予約権の払込並びに本新株予約権の行使のために必要となる資金

は、主として三田証券から新株予約権運用上必要となるＭＴキャピタル合同会社へ新株予

約権の行使に応じて貸付られる９億円の貸付枠、及び当社社長である小川氏が匿名組合出

資する現金 4950 万円であることを確認いたしました。上記確認のため当社はＭＴキャピ

タル合同会社と三田証券及び小川氏との各匿名組合契約、ＭＴキャピタル合同会社及び小

川氏の金融機関の預金残高を精査いたしました。三田証券からの新株予約権行使のための

貸付枠９億円及び小川氏がＭＴキャピタル合同会社へ匿名組合出資する現金 4950 万円が

新株予約権行使のための資金としては十分な必要資金であることを確認いたしました。割

当予定先の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の運用方針は、当社株式の市場価格が本

新株予約権の行使価額を上回っている場合、本新株予約権を行使のうえ、行使によって取

得した当社株式を市場動向を勘案しつつ、適宜市場にて売却(1 日あたり出来高に対して

概ね 20-30%を売却)するものです。当社は三田証券についても平成 24 年 11 月 30 日現在

の試算表により、平成 24 年 11 月 30 日現在における三田証券の現預金等の財産の状況及
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び上記融資枠設定に関する三田証券のコミットメントを確認いたしました。これらにより

当社は、割当予定先による本新株予約権の払込並びに本新株予約権の全額の行使のために

必要となる資金の確保・調達になんら支障がないことを確認いたしました。 

 

７．本調達スキーム実施前後の大株主及び持株比率（27 ページ） 

（１）本新株式発行後の大株主の状況（ＤＥＳによる新株割当後、本新株予約権行使前） 

＜前 略＞ 

(変更前) 

５ 小川浩平氏の株式は割当後速やかにＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャ

ピタル匿名組合に出資され、株式名義はＭＴキャピタル合同会社になります。 

 

(変更後) 

（下線部削除） 

 

（２）本新株予約権発行後の大株主の状況（本新株式発行後、本新株予約権が全て行使された場

合）（28 ページ） 

＜前 略＞ 

(変更前) 

４ 割当予定先のＭＴキャピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の「割

当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」を 33.79%としておりますが、「６（１）

ｄ. 株券等の保有方針」に記載の通り、同社は本新株予約権の行使により取得する当

社株式を市場において売却する予定です。従いまして、同社の「割当後の総議決権数

に対する所有議決権数の割合」は実際には 33.79%に達しない見込みです。ただし、小

川浩平氏の株式（13.03％）は割当後速やかにＭＴキャピタル合同会社を営業者とする

ＭＴキャピタル匿名組合に出資され、株式名義はＭＴキャピタル合同会社になります。 

 

(変更後) 

４ 割当予定先のＭＴキャピタル匿名組合の営業者であるＭＴキャピタル合同会社の「割

当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」を 33.79%としておりますが、「６（１）

ｄ. 株券等の保有方針」に記載の通り、同社は本新株予約権の行使により取得する当

社株式を市場において売却する予定です。従いまして、同社の「割当後の総議決権数

に対する所有議決権数の割合」は実際には 33.79%に達しない見込みです。（下線部削除） 
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Ⅱ.主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動（32 ページ） 

１.異動が生じる経緯 

(変更前) 

 平成25年1月11日付けの当社取締役会において決議した本新株式の発行を実施することによ

り、平成 25 年 1 月 28 日に小川氏が新たに主要株主になることが見込まれるものであります。さ

らに速やかに小川氏の当該株式はＭＴキャピタル合同会社を営業者とするＭＴキャピタル匿名組

合に出資され、ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：ＭＴキャピタル合同会社）の当社に対する議

決権比率が 19.68％となることから、同社は当社のその他の関係会社となります。なお、ＭＴキ

ャピタル匿名組合の保有する当社株式の保有名義はＭＴキャピタル合同会社になります。 

 

(変更後) 

平成25年1月11日付けの当社取締役会において決議した本新株式の発行を実施することによ

り、平成 25 年 1 月 28 日に小川氏が新たに主要株主になることが見込まれるものであります。 

（下線部削除） 

 

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に対する割合（33 ページ） 

(変更前)  

（１）主要株主である筆頭株主に一時的になる株主 

（小川 浩平氏） 

 
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 25 年 1 月 11 日現在） 

0 個 

（0 株） 
0％  

異  動  後 

（平成 25 年 1 月 28 日予定） 

86,750 個 

（8,675,000 株） 
19.68％ 第１位 

異  動  後 

（平成 25 年 1 月 28 日予定） 

0 個 

（0 株） 
0％  

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数    7,601 株 

平成 24 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数           35,432,616 株 

 

（２）主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる株主 

（ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：ＭＴキャピタル合同会社）） 

議決権の数（議決権所有割合） 
 属性 

直接所有分 合算対象分 合 計 

異 動 前 

（平成 25年 1月 28日現
― 

0 個 

（0％） 

0 個 

（0％） 

0 個 

（0％） 
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議決権の数（議決権所有割合） 

在） 

異 動 後 

（平成 25年 1月 28日予

定） 

その他関係 

会社 

86,750 個 

（19.68％） 

0 個 

（0％） 

86,750 個 

（19.68％） 

 

○開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

  ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：ＭＴキャピタル合同会社）は、開示対象となります。 

 

(変更後) 

主要株主である筆頭株主になる株主 

（小川 浩平氏） 

 
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 25 年 1 月 11 日現在） 

0 個 

（0 株） 
0％  

異  動  後 

（平成 25 年 1 月 28 日予定） 

86,750 個 

（8,675,000 株） 
19.68％ 第１位 

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数    7,601 株 

平成 24 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数           35,432,616 株 

 

 

ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：ＭＴキャピタル合同会社）は、平成 25 年 1月 28 日付で「そ

の他の関係会社」に該当いたしません。 


