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平成 27年 7月 31日 

各  位 

社 名 グローバルアジアホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 楊 晶 

 （JASDAQ・コード 3587） 

問合せ先 取締役 中杉 大陸 

TEL 03-6435-7800（代表） 

 

 

新株発行等における資金使途変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 5 月 8 日付「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」にて開示い

たしました「調達する資金の具体的な使途」（以下、「資金使途」といいます。）について、下記の

通り変更することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更理由 

当社は、平成 27 年 5 月に実施した第三者割当増資による調達資金を、運転資金と未払債務の支

払いとに充当する予定としており、その具体的な予定金額につき開示をさせていただきました。 

しかしながら、未払債務における業務委託費・手数料について、増資時点では想定していなかった

事情により、やむなく資金使途が予定金額より上回りましたので、当社が平成 27 年 5 月 8 日時点

に計画しました資金使途について一部変更を行うことといたしました。 

未払債務における業務委託費・手数料について資金使途を変更した主な理由は下記の通りです。 

 

（１） 既存事業において連携しているパートナーへの未払債務の支払した上でないと今後の事

業展開を連携することが困難になると判断したもの 

（２） 社内業務において連携しているパートナーへの未払債務の支払した上でないと今後の業

務を連携することが困難になると判断したもの 

（３） 連携しているパートナーの委託先変更・契約解除に伴う未払債務の清算 

 

２．変更の内容 

変更箇所には下線を付しております。 

【変更前】 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

 運転資金 90,000千円 平成 27年 5月～10月 
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 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

 未払債務の支払い 8,148千円 平成 27年 5月 

 合  計 98,148千円  

（注）資金使途の内容については、以下のとおりであります。 

 

①運転資金 

当社は、現時点において、既存事業の収益のみでは運転資金を賄うことができておらず、調達し

た資金を運転資金として使用する予定であります。現経営体制となってから継続的に実施している

内部管理体制の強化のための人員強化により、人件費やその他業務委託費用等が増加しております。

具体的には、当社における運転資金として、毎月およそ 15,000 千円の資金（人件費 6,300 千円、

家賃 800 千円、業務委託費 4,800 千円、社会保険料及び税金 800 千円、テクノメディア外注費 600

千円、その他の経費 2,196 千円等）が必要となり、当面はそのすべてが不足することを想定してお

ります。現状の事業の状況を鑑みますと、収益の計上による営業キャッシュフローの確保が早期に

望めないため、当社グループの事業の再構築の進捗状況、新規事業の発掘状況を分析する期間（平

成 27年 5月～10月まで）の運転資金に対する支払いとして、総額 90,000千円を充当し、資金繰り

の安定化を行います。 

 

②未払債務の支払い 

 平成 26年 12月末日における未払債務の総額は、240,502千円（人件費 23,694千円、弁護士費用

23,627 千円、調査委員会 3,000 千円、社会保険料及び税金 83,500 千円、業務委託費・手数料

38,340 千円、家賃 11,457 千円、広告枠料 35,494 千円、その他 21,390 千円）であり、過去の債務

より将来の運転資金としてより多くの資金をまわし、そこからの収益によって残額を返済すること

が望ましいと判断し、全額を一括返済するのではなく、未払先と協議の上、一部の支払いに当該資

金を充てることを考えております。一部返済後の残金につきましては、事業収益や別途調達する資

金等にて、未払相手先との協議の上、分割等の方式により返済していく予定です。なお、今回の支

払充当予定の未払債務 8,149千円の内訳については、弁護士費用として 6,148千円（前記 2（2）⑥

で記載した第三者委員会への支払を含む）、租税や社会保険料等として 2,000 千円を予定しており

ます。 

 

【変更後】 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

 運転資金 86,814千円 平成 27年 5月～9月 

 未払債務の支払い 11,334千円 平成 27年 5月～6月 

 合  計 98,148千円  

（注）資金使途の内容については、以下のとおりであります。 

 

① 運転資金 

  当社は、現時点において、既存事業の収益のみでは運転資金を賄うことができておらず、調達

した資金を運転資金として使用する予定であります。現経営体制となってから継続的に実施してい
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る内部管理体制の強化のための人員強化により、人件費やその他業務委託費用等が増加しておりま

す。具体的には、当社における運転資金として、毎月およそ 15,000 千円の資金（人件費 6,300 千

円、家賃 800 千円、業務委託費 4,800 千円、社会保険料及び税金 800 千円、テクノメディア外注費

600 千円、その他の経費 2,196 千円等）が必要となり、当面はそのすべてが不足することを想定し

ております。現状の事業の状況を鑑みますと、収益の計上による営業キャッシュフローの確保が早

期に望めないため、当社グループの事業の再構築の進捗状況、新規事業の発掘状況を分析する期間

（平成 27 年 5 月～9 月まで）の運転資金に対する支払いとして、総額 86,814 千円を充当し、資金

繰りの安定化を行います。 

 

② 未払債務の支払い 

 平成 26年 12月末日における未払債務の総額は、240,502千円（人件費 23,694千円、弁護士費用

23,627 千円、第三者委員会 3,000 千円、社会保険料及び税金 83,500 千円、業務委託費・手数料

38,340 千円、家賃 11,457 千円、広告枠料 35,494 千円、その他 21,390 千円）であり、過去の債務

より将来の運転資金としてより多くの資金をまわし、そこからの収益によって残額を返済すること

が望ましいと判断し、全額を一括返済するのではなく、未払先と協議の上、一部の支払いに当該資

金を充てることを考えております。一部返済後の残金につきましては、事業収益や別途調達する資

金等にて、未払相手先との協議の上、分割等の方式により返済していく予定です。 

平成 27 年 5～6 月の支払充当の未払債務 11,334 千円の内訳については、弁護士費用 666 千円、

第三者委員会 1,000 千円、社会保険料及び税金 967 千円、業務委託費・手数料 8,101 千円、広告枠

料 100千円、その他 500千円となりました。 

弁護士費用については、当社は 6 月以降新たな資金調達（優先株、借入）を検討しており、弁護

士費用の支払は新たな資金調達により支払うことで相手先に支払猶予を求め、了承をいただきまし

た。 

税金等は当初入金後支払う予定でありましたが、平成 27年 5月 13日付「国税徴収法第 142条に

よる東京都港都税事務所の捜索及び一部差押について」でも公表しました通り、差押さえを防ぐた

め、増資資金の入金前に一部支払いを実行しております。そのため、増資資金からの充当額を減少

しました。 

業務委託費・手数料について、（１）既存事業において連携しているパートナーへの未払債務の

支払した上でないと今後の事業展開を連携することが困難になると判断したもの、（２） 社内業務

において連携しているパートナーへの未払債務の支払した上でないと今後の業務を連携することが

困難になると判断したもの、（３）連携しているパートナーの委託先変更・契約解除に伴う未払債

務の清算を実行しました。 

広告料については、平成 27 年 4 月 7 日付「連結子会社テクノメディアにおける訴訟の判決に関

するお知らせ」にてお知らせした通り、株式会社ジェーシービーに対する和解金となります。広告

料に係るクレジットカード利用代金請求事件において判決を受けたことから他の債権に先立って支

払い、広告枠仕入時の利用枠の確保を行いました。 

その他については、外国人債務に対する債務保証損失引当金の一部となります。 

 

以上 
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参考 

未払債務 

 

変更前  

平成 27年 5月 9日現在 

変更後  

平成 27年 7月 31日現在 

人件費 ― ― 

弁護士費用 6,148,000円 666,120円 

第三者委員会 ― 1,000,000円 

社会保険料及び税金 2,000,000円 967,200円 

業務委託費・手数料 ― 8,101,000円 

家賃 ― ― 

広告枠料 ― 100,000円 

その他 ― 500,000円 

小計 8,148,000円 11,344,320円 

 

 

 


