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第４回新株予約権の行使及び資金使途の一部変更に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 26 年３月 31 日に発行した株式会社オプトロム第４回新株予約権につきまし

て、平成 26 年 11 月６日付にて行使がありました。加えて、平成 26 年 11 月６日開催の取締

役会において、下記のとおり、平成 26 年２月 27 日付「新規事業の開始及び有限会社パルテ

ックとの業務提携のお知らせ」にて新規事業として開示しておりました高栄養飼料製造事業

であるトランジットミール製造設備の工事のうち、第二期工事（第２ラインの設備工事）に

ついて延期するとともに、平成 26 年２月 27 日付「第三者割当により発行される第４回新株

予約権の募集及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約締結に関するお知らせ」に

記載しました資金使途を変更することを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 当社においては、第三者割当による調達資金の使途を変更するのは、平成 25 年８月 14 日

に「プロメントサービス株式会社との資本業務提携及び太陽光発電事業の進捗並びに第三者

割当増資に係る資金使途の変更等に関するお知らせ」、平成 25年 11 月７日に「新株予約権の

譲渡及び第三者割当増資に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ」にて、新株式及び第

３回新株予約権の資金使途を２回変更しております。 

かつ、平成 26 年８月 27 日に「新規事業の中止および第４回新株予約権に係る資金使途の

一部変更に関するお知らせ」で第４回新株予約権の資金使途の一部変更を行っており、今回

さらに第４回新株予約権の資金使途変更を行うことにより、４回目の変更になっております。

当社の第４回新株予約権の発行手続に先だって行った、新規事業の開始を検討、決定するプ

ロセスにおいて、対象事業の事業計画の策定方法やその際の手続き、起こりうる影響等をよ

り慎重に考慮する必要があったことを反省するとともに、今後の新規事業の検討においては、

厳に注意して参ります。株主及び投資家の皆様には大変ご迷惑をおかけしまして、申し訳ご

ざいませんでした。 

 

  

 

記 

 

 Ⅰ 第４回新株予約権の行使について 

１．行使の内容 

(1) 本新株予約権の名称 株式会社オプトロム第４回新株予約権 

(2) 行使日 平成 26年 11 月６日  

(3) 行使を行った者 合同会社会社コンシェルジェ 

(4) 行使個数 1,000 個 

(5) 交付株式数 1,000,000 株（１個当たり 1,000 株） 

(6) 行使価額 １株当たり金 16.2 円 

(7) 行使価額総額 16,200,000 円 

(8) 本新株予約権の発行個数 29,500 個 



 

(9) 本新株予約権の未行使個数 1,950 個 

① 合同会社会社コンシェルジュ       1,950 個

② 株式会社ホライズンインベストメント    0 個

  

２．本件行使後の発行済株式総数 

   66,806,000 株（うち自己株式数：1,745 株） 

 

Ⅱ 資金使途変更について 

1. 高栄養飼料製造事業の第一期工事の進捗について 

当社は、「第三者割当により発行される第４回新株予約権の募集及びコミットメン

ト条項付募集新株予約権引受契約締結に関するお知らせ」及び「新規事業の開始及

び有限会社パルテックとの業務提携のお知らせ」にて開示致しましたとおり、現在

仙台にある本社敷地内にて、高栄養飼料製造事業（以下「本事業」という。）に関す

る設備を構築しております。平成 26年８月 13日に開示しております平成 27年３月

期第１四半期決算短信に記載いたしましたように平成 26 年８月中に商品の出荷を

見込んでおりました。しかし、平成 26年８月中旬に一旦設備が完成し、試運転を行

いましたところ、設備上の設計ミスにより不具合が生じ、設備の一部に改良を要す

ることとなりました。平成 26 年 10 月上旬には設備の不具合が解消され、サンプル

品の製造が可能となり、現在ではサンプル品の出荷を行っておりますが、当初予定

よりも遅れて平成 26 年 11 月下旬ごろまでには商品の出荷ができる見込みとなりま

した。 

 

2. 本事業の第二期工事を延期するに至った経緯 

 当社は、第４回新株予約権の発行によって、本事業開始のための必要費用 210 百

万円のうち 178 百万円をすでに調達済みであり、今後予定されている新株予約権の

行使金額が 32百万円あります。 

当該必要費用 210 百万円の内訳は、第一期工事費用として 140 百万円、第二期工

事費用として 70百万円を設備建設費等に予定しており、そのうち新株予約権行使に

て 178 百万円分が行使されております。 

これらの行使については、現在のところ、第４回新株予約権の引受者である合同

会社会社コンシュルジュとの間に、第二期工事の事業計画を承認いただいた時に予

約権の行使をしていただける契約を締結しております。しかしながら、現時点まで

に当該計画の承認に至っていないものの自発的行為として行使いただいております。 

当社では、新株予約権行使にて行使された 178 百万円のうち、第一期工事費用の

ための 140 百万円は既に充当しておりますが、第二期工事に使用する金額となる 38

百万円については上記のとおり、未実施であるため当社にて別段保管しております。 

 当社としましては、高栄養飼料の製造事業については、依然有望と考えており、

本事業の第二期工事につきましては、平成 27年１月を目途に発注するため、建設場

所等の検討をしておりましたが、現時点において、第一期の工事進捗が遅れたこと

により、本事業の収支実績が判明しておらず、第二期工事開始の意思決定時までに、

第二期工事の合理的な予測が立たないため、第二期工事の計画を策定することが、

難しいと考えております。また、当社においては現状、運転資金の調達が喫緊の課

題であることと認識しております。 

 

そこで、当社は平成 26 年 11 月 6 日付の取締役会において、上記事情を検討し、

本事業の第二期工事を延期することを決定いたしました。 



 

3. 第４回新株予約権に係る資金使途の一部変更について 

 現在の当社の財務状態は、平成 27 年３月期第１四半期及び第２四半期において、

既存事業の受注減少額が前期末の決算短信開示時点での想定より、月次で約 20百万

円のマイナスという大きな乖離が生じております。一方で、新規事業については、

計画より若干遅れが生じており現在のところ売上が計上されていない状態でありま

す。よって、当社の営業利益も大きく下ブレしており、キャッシュ・フローが厳し

い状態であります。 

 そのため、平成 26 年８月 27 日「新規事業開始の中止および第４回新株予約権に

係る資金使途の一部変更に関するお知らせ」に開示しておりますように第４回新株

予約権の資金使途であった除染事業中止に伴う資金 4,500 万円も運転資金に充当し

ております。しかしながら、依然キャッシュ・フローが厳しい状態が続いており、

平成 26 年 9 月に５回にわたり計 114 百万円、10 月にも３回にわたり計 100 百万円

の借入をおこし、運転資金の調達を行っておりました。 

それでも、いまだ運転資金が不足している状況を踏まえて、進捗が遅れておりま

した高栄養飼料製造業の収支見込みが判断できないまま第二期工事を推進するより

は、運転資金の充実を図ることが現時点においては緊急性を要すると判断いたしま

した。 上記の状況を鑑み、本事業の第二期工事を延期することとし、第４回新株

予約権に係る資金使途についても、「本事業の第二期工事の設備投資等」として予定

しておりました 70 百万円について、事業運転資金として変更することを平成 26 年

11 月６日開催の取締役会において決定いたしました。 

 なお、第４回新株予約権の変更内容及び現時点での充当状況は以下のとおりです。 

（平成 26 年８月 27 日付の資金使途変更については下線、今回の資金使途変更につ

いては二重下線を付しております。） 

変更前 調達予定額（手取概算）：460 百円 

（内訳） 

１．当社の既存事業であるデジタルコンテンツ部門の構造改革として製造

ラインの改修工事等の費用（30百万円）： 

平成 26年３月～平成 26年 4月 

２．日本国内畜産業者向け高栄養飼料の製造業開業に伴う施設工事外注

費、経営指導料、車両購入費等（210 百万円）： 

平成 26年３月～平成 27年 4月 

３．除染事業進出に伴う企業買収資金（55百万円）： 

平成 26年３月～平成 27年 1月 

４．当社の事業活動運転資金及び借入金返済（165 百万円）： 

平成 26年３月～平成 26年 12 月 

変更後 調達予定額（手取概算）：460 百万円 

現時点での未調達額：32百万円 

（内訳） 

１．当社の既存事業であるデジタルコンテンツ部門の構造改革として製造

ラインの改修工事等の費用（30百万円）： 

平成 26年６月より平成 26年７月に 30 百万円充当済み 

 

２．日本国内畜産業者向け高栄養飼料の製造業開業に伴う施設工事外注

費、経営指導料、車両購入費等（140 百万円）： 

平成 26年３月より平成 26年８月に 140 百万円充当済み 

  



 

３．連結決算開始費用その他（10百万円）： 

変更前の３に伴う費用として平成26年３月より８月に10百万円充当済

み 

 

４．当社の事業活動運転資金及び借入金返済（165 百万円）： 

平成 26年３月より８月に 165 百万円充当済み 

 

５．当社の事業活動運転資金及び借入金返済（45百万円）： 

 平成 26 年８月から 9 月上旬に、運転資金及び㈱アイランドからの借

入金の一部返済に充当済み 

６．当社の事業活動運転資金（70百万円） 

 今回変更した 38百万円、および今後行使される 32百万円も充当予定 

 

※変更後の６の具体的な使途等 

      今回の資金使途変更後の使用目的につきましては、平成 26年 11 月 10 日期限の人

件費および租税公課約 20 百万円と、11 月より販売開始予定の高栄養飼料製造業の

検査代金約 3 百万円、残りにつきましてはデジタルコンテンツ事業のために取引先

から求められている前払金、留保している買掛金、未払金に対する支払に充当し、

全て 11月中に使用を予定しております。 

 

4．今後の見通し 

   なお、本事業の進捗の遅延、第二期工事の延期及び第４回新株予約権に係る調達  

資金の使途変更による当社の当期業績への影響につきましては、現在精査中であり、

平成 26 年 11 月 14 日に予定している平成 27 年３月期第２四半期決算短信における

業績予想の公表に織り込む予定であります。 

 また、延期しました第二期工事については、再度取締役会にて時期、規模、設備

内容、調達方法等を検討し、再開を決定した際には速やかに公表していきます。 

  

以上 
 


