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行使価額修正条項付き第２回新株予約権（第三者割当て）の発行 

及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年３月 30 日開催の取締役会において、第２回新株予約権（第三者割当て）の発

行（ＭＳワラントの発行）、及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、コミットメント条項付

き第三者割当て契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．募集の概要 

株式会社アクロディア第２回新株予約権（第三者割当て） 

（１） 割 当 日 平成23年４月20日 

（２） 新株予約権の総数 25,000個 

（３） 発 行 価 額 新株予約権１個当たり954円（総額23,850,000円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：25,000株 

上限行使価額はありません。  

下限行使価額は設定されておりませんが、下記（6）に記載の通り、本新株

予約権の行使制限により、20,520 円が行使価額の下限となります。なお、行

使価額の修正が行われても、潜在株式数は25,000株で一定であります。 

（５） 資 金 調 達 の 額 
1,060,700,000円（差引手取概算額）  

（注） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額 41,800円  

行使価額は、第２回新株予約権の各行使請求の効力発生日において、その直

前取引日の当社普通株式の終値の 90％に相当する金額（1 円未満切上げ）に

修正されます。ただし、当該直前取引日の当社普通株式の終値が 22,800 円

を下回る場合、本新株予約権の行使が制限されるため、20,520 円が行使価額

の下限となります。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法による。 

（８） 割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド 

（９） そ の 他 
当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品取引法に基

づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結
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する予定です。当該第三者割当て契約において、本新株予約権の譲渡の際に

当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、本新株予約権を譲渡

した場合、割当予定先は本契約及び本新株予約権に基づく一切の債務から免

責され、割当予定先からの譲受人が、コミットメント条項及び制限超過行使

にかかる義務を含む本契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する

ものとなっております。 

（注）資金調達の額は、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

を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。 

 行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、第２

回新株予約権の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第２回新株予約権を消却した場合には、

資金調達の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社は平成 16 年に設立以来、携帯電話の組込みソフトウェアであるミドルウェア製品を開発し、国内外

のキャリア・メーカーへ提供してまいりました。特にユーザーインターフェース（以下、「UI」といいま

す。）分野においては、年々高度化する携帯電話をユーザーにとって使いやすいものにするために、その操

作方法を自由に切り替えられるソリューション「VIVID UI」を開発し、UI を自由に着せかえるための技術

基盤として、新しいコンテンツ市場を創り出す礎となっております。平成 18 年以降、日本の主要３キャリ

アに採用、平成 20 年後半には国内で販売される携帯電話の約８割まで搭載され、市場シェアを拡大してま

いりました。現在、当社グループの関連する携帯電話業界においては、国内は景気低迷や端末の買い替え需

要の減退傾向により、端末出荷台数は厳しい状況が続いており、今後、既存の携帯電話市場は一層の成長鈍

化が予想されます。一方、国内外のキャリア・メーカー各社によるスマートフォンに対する取り組みが強化

される中、iPhone や Android 端末等のスマートフォンは急速に普及し、シェアを拡大しております。これ

に伴い、Apple 社の「App Store」や Google 社の「Android Market」等、スマートフォン向けアプリケー

ションストアは急速に拡大成長しており、今後さらにアプリケーション市場の成長が見込まれる状況にあり

ます。また、スマートフォン関連市場の成長に加え、中国など新興国においては通信環境が整備される等、

グローバル市場において出荷台数は増加傾向にあります。 

このような状況の下、当社グループでは、これまでの既存製品への投資の選択と集中を図るとともに、

BtoB 型から BtoBtoC 型へ移行し、端末販売台数に依存しない収益モデルの導入や成長余地の高いグローバ

ル市場への積極的な展開を図っております。また、国内の既存携帯電話市場は今後大きな成長が見込みにく

い中、iPhone や Android を中心とした国内外のスマートフォン市場の急速な拡大が見込まれるなど、携帯

電話の市場環境は劇的に変化しており、これらの変化に対応すべく事業の大幅な見直しを図っております。 

当社グループにおいては、新規事業開発に迅速に対応できる組織を形成しスマートフォン向けビジネス展

開が迅速にできる体制を整えるとともに、既存の携帯電話事業であるミドルウェアのライセンス事業は現行

製品への投資の選択と集中の方針に則り、収益性の高い既存製品に絞った製品ポートフォリオに再構成し、

グループ全体の経営戦略の抜本的な見直しを前提としたソフトウェア資産評価の実施を行うとともに人件費

を含むコスト削減等の施策を図ってまいりましたが、当社の属する携帯電話市場においては、既存の携帯電

話からスマートフォンへの移行が予想以上に早く、平成23年３月25日付「業績予想の修正及び役員報酬減

額を含む経営改善計画の取り組みに関するお知らせ」にて公表しましたとおり、ミドルウェア事業において

は、携帯電話関連市場においてフィーチャーフォンからスマートフォンへ大きくシフトする中、上期の自社

製品の国内ライセンス販売は目標を超えて達成したものの、当社にて期初見込んでおりました国内フィー

チャーフォン向け受託開発案件が大幅な減少となり、当社連結子会社である Acrodea Korea, Inc.におきま

してもフィーチャーフォンからスマートフォンへの転換が予想以上に早く進行し、見込んでおりましたグ

ローバル携帯電話メーカーのフィーチャーフォン向けの新規ライセンス案件が契約に至らず、当該ライセン

ス売上及び関連する受託開発の当期売上計画が大幅に下回る見込みです。また、当社連結子会社である株式

会社ＡＭＳが行うＥＣ事業においては、順調に顧客数・顧客規模を拡大しており、売上についてはほぼ期初

計画を達成し、継続的な単月黒字化も見えてきておりますが、当初見込んでいなかった顧客への対応コスト
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が発生したことにより、当期計画しておりました利益を下回る見込みです。利益面につきましては、グルー

プ全体においてミドルウェア事業における受託原価率の厳格な管理の実施や販売管理費の削減等、継続的な

コストコントロールを図っておりましたが、上述のとおり、主にミドルウェア事業の売上未達により、販売

目的ソフトウェア資産の減価償却費負担やその他固定費が大きくなったこと等、これらの理由から、当期の

業績予想においては、当第２四半期連結累計期間の売上高が198百万円、営業利益が147百万円、経常利益

が151百万円、四半期純利益が155百万円、通期の売上高が1,108百万円、営業利益が670百万円、経常利

益が779百万円、当期純利益が762百万円、それぞれ減額を見込んでおり、当第２四半期連結累計期間の売

上高が1,049百万円、営業損失が315百万円、経常損失が322百万円、四半期純損失が408百万円、また、

通期の売上高が、2,140 百万円、営業損失が 546 百万円、経常損失が 660 百万円、当期純損失が 747 百万円

の見込みへ修正しております。 

当社は、平成 22 年９月６日、ＧＭＯインターネット株式会社（以下「ＧＭＯインターネット」といいま

す。）と資本・業務提携契約を締結し、第三者割当による新株の発行を決定いたしました。本件第三者割当

により、22,000 株の新株式の発行を平成 22 年９月 22 日に実施し、運転資金 400 百万円（支出予定時期が

平成22年9月～平成23年7月）及びＧＭＯインターネットとのアプリマーケット（*１)事業展開における

開発資金として222百万円（支出予定時期が平成22年9月～平成23年8月）を調達し、開発の強化及び財

務状況の改善を図っておりました。しかしながら、このような大幅な売上の未達成やスマートフォン関連事

業における新規事業立ち上げ等のための外注費を含む開発費の負担が約200百万円増加したため、当該調達

資金のうち平成 23 年７月までの期間に充当予定であった運転資金 400 百万円を人件費を含む開発資金や運

転資金に前倒しで充当せざるを得ず、４月末に手元資金が尽きることとなり、経営改善施策の実現に支障を

きたす恐れがあります。このため運転資金を調達し、財務状況を改善することが喫緊の課題となっておりま

す。当社は、業績の着実な回復と当社の企業価値の向上のためには一定の手元流動性の高い事業資金を確保

する事が必要であり、機動的な資金調達の道筋が必要であると判断し、今回の新株予約権の発行を決定いた

しました。 

当社は、今回の新株予約権の発行により調達した資金を以下のとおり運転資金及びスマートフォン向け事

業に係る開発資金に充当し、経営改善を図る予定です。 

（１）運転資金 

当社グループは、前連結会計年度においては、売上計画の大幅な未達により営業損失を計上し、また、グ

ループ全体の経営戦略の抜本的な見直しを前提としたソフトウェア資産評価の実施などにより特別損失を計

上した結果、当期純損失2,192 百万円と大幅な損失を計上し、当第１四半期連結累計期間においても、営業

損失162百万円、四半期純損失244百万円を計上する結果となったことから、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

当社グループでは、これらの状況を解消すべく、上述のとおり、スマートフォン向け事業への早急な移行

及び強化を図るべく、端末台数に依存しない収益モデルや事業を開始する等、ビジネスリスク分散や持続的

成長のための施策を図っております。また、これまで経営改善施策のひとつとして継続的に取り組んできた

製造原価率の厳格な管理及び販売管理費率の削減等により収益性と財務状況の改善を進めております。 

当社は、当社の置かれた経営環境の中で安定した収益体質を構築することが 重要課題であり、市場及び

消費者のニーズに迅速に対応し、今後の成長分野であるスマートフォン向け製品開発を強化するとともに、

現在の財務状況の改善を図るため、早急に資金を調達する必要があると考えております。 

なお、以下のとおり、当社グループでは、厳しい事業環境におけるグループ全体の経営戦略の抜本的、構

造的な見直しを早急に行い、早期の業績回復と財務状況の改善のための経営改善施策を下記のとおり進めて

まいります。 

①スマートフォン向け事業への迅速なシフト 

当社グループが関連する携帯電話業界においては、フィーチャーフォンからスマートフォンへトレンドが

大きくシフトする中、事業モデルの見直しが急務であると認識しております。当社グループの経営戦略とし

て、製品のライセンスロイヤルティによるビジネスモデルから、携帯電話販売台数の増減に依存しない、

ユーザーによるサービスの利用に応じたレベニューシェアによるビジネスモデルへの転換を目指して、ス

マートフォン向け事業及びＥＣ事業の展開に経営資源を集中させ各種サービス対応を進めております。 
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まず、当期においては、平成 22 年９月６日にＧＭＯインターネット株式会社と資本・業務提携契約を締結、

共同事業を開始しております。この事業はゲームコンテンツに特化した、スマートフォンゲームプラット

フォーム事業として両社で推進し、平成 22 年 11 月 26 日に、Android 端末向けのゲームアプリマーケット

である「G ゲー by GMO β版」のサービスを立ち上げました。同サービスは年内に 100 万ユーザーのＩＤの

獲得を目指し、順調に推移しております。なお、スマートフォンの急速な普及が進む中、海外展開も含め、

スマートフォンゲームプラットフォーム事業としては市場の急速な動向に負けないさらなるスピード感を

持った展開を図ると同時に投資負担をできる限り軽減するための施策の実施を検討しており、今期はそのた

めの営業外費用を下期に見込んでおります。これらの背景の下、当社は、平成23年３月30日付、ＧＭＯイ

ンターネットとスマートフォンプラットフォーム事業のさらなる強化と事業展開の迅速化を図るために、同

事業において必要な両社の経営資源を統合し、合弁会社の設立に向け基本合意契約を締結いたしました。 

 また、これまでフィーチャーフォンで当社製品 VIVID UI により実現していたきせかえサービスについて

は、スマートフォン向けの事業に切り替えるため、新たにきせかえ touch(*２)サービスを展開しておりま

す。平成22年 11月より国内キャリアのスマートフォンに採用されサービスを本格的に開始しており、順調

にコンテンツ数とユーザー数を増やしております。 

さらに、今後のスマートフォン市場におけるコンテンツ、メディア市場の成長を見込み、本年２月よりき

せかえtouch をプラットフォームとしたきせかえテーマストアの展開を開始しており、併せて大手ソーシャ

ルネットワーク会社のプラットフォームでソーシャルサービスを開始しております。今後、きせかえ touch

のコンテンツとソーシャルサービスを融合させ、スマートフォン上での新たなサービス軸を作るべく開発を

強化する予定です。 

②ＥＣ事業の拡大 

当社子会社のＡＭＳで行っているＥＣ事業においては、今年 1 月 21 日から、新規の大口ＥＣ事業主との

取引が開始され、下期以降の売上規模が当第１四半期連結会計期間の 75 百万円に比して３倍程度に増大す

ることにより、継続的な単月黒字も視野に入ってまいりました。当ＥＣ事業におきましても、引き続き新規

顧客の獲得を推進し、更なる売上向上に努めてまいります。 

③グループ全社における抜本的な構造的改革 

上記戦略の一部変更に伴い、グループ全社における抜本的な構造的改革を行い、それに伴った人材の再配

置・ 適化等を実施し、早急にスマートフォン向け事業に向けた新しい組織の確立を図ってまいります。ま

た、当社連結子会社 Acrodea Korea,Inc においても、これまで韓国のグローバルメーカーにフィーチャー

フォン向けのミドルウェアライセンス及び受託開発を中心に展開しておりましたが、今後は、デジタルサイ

ネージ及び BXP（Brand eXperience Platform）（*３）事業に注力することとし、これまでのフィーチャー

フォン向けの人員については再配置と一部削減を図る予定です。 

以上のとおり、今後は、経営資源を有効に活用することで収益力の高い筋肉質な効率的な経営を進めてま

いります。 

④大幅なコスト削減 

 既存のフィーチャーフォン向けミドルウェアのライセンス事業は上記の流れから大幅に縮小し、関連する

経営資源のほとんどをスマートフォン向け事業やＥＣ事業に振り向けることとし、フィーチャーフォンに関

連する外注費は原則としてゼロとする方針です。また、販売管理費につきましても、業務委託等を含め事実

上固定費化している全てのコストを抜本的に見直し、大幅なコスト削減を行う予定です。製造原価につきま

しては、グループ全体の開発稼動率の向上に向けたプロジェクト管理の強化をさらに進め、引き続き開発効

率の改善を図ってまいります。 

⑤人件費の削減 

当期より、これまで固定給としていた給与の一部に業績連動部分を導入し、連動部分については計画を上

回る利益を達成したときに支給する形に変えるとともに、役員報酬についても大幅な業績連動制を導入して

おります。それに加え、今回の上記戦略の変更により、グループ全体の人員の 適化、再配置、一部削減を

行います。これにより、本社人員の当期期首比 30%以上の人員数の削減を目指し、人件費の削減を予定して

います。 

以上のとおり、これまで経営改善施策として継続的に取り組んできた製造原価率の厳格な管理及び販売管
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理費率の削減等により収益性と財務状況の改善を進めるとともに、経営戦略の見直しによる経営改善施策に

より、期首比の経費削減額が年間５億円以上となる体制への転換を図り、利益改善を図ってまいる所存です。 

 

（２）スマートフォン向け事業に係る開発資金 

①アプリマーケット事業 

今後の成長が見込まれるスマートフォン向け事業の本格的な展開に向け、上述のとおりＧＭＯインター

ネットと共同で事業を推進しております。同事業においては、ＧＭＯインターネットと共同で異なるプラッ

トフォーム上でのアプリケーションストアを実現する当社製品「VIVID Runtime」（*４）を使った Android

アプリマーケット事業の展開を開始しており、現在のAndroid マーケットの課題を解決するスマートフォン

ゲームプラットフォームの構築、Android アプリの開発や iPhone アプリからの移植ツールの提供、技術サ

ポートの提供を行っております。スマートフォンの急速な普及が進む中、海外展開も含め、さらなるスマー

トフォンゲームプラットフォーム事業の機動的な展開を進める予定です。 

今後、VIVID Runtime の開発については合弁会社において行い、迅速かつ機動的に共同で展開してまいり

ます。その上で、当社においてはアプリマーケット事業を支えて行くVIVID Runtime の周辺技術として開発

ツールの機能強化等、技術開発を継続してまいります。 

②きせかえtouch関連及びソーシャルメディア関連事業 

スマートフォン向け事業として、「きせかえtouch」のサービス展開を昨年11月から開始しております。 

これまで当社は、国内の主要携帯電話通信会社に、UI を「きせかえ」るという、モバイルコンテンツ市

場の創出を下支えする技術として提供し、平成 20 年度に国内で出荷された携帯電話端末の約８割へ搭載、

デファクトスタンダードとして展開しておりました。  
「きせかえ touch」サービスは、従来の携帯電話端末と同様にスマートフォンにおいても、エンドユー

ザーが UI を自由に着せかえられるもので、今後のスマートフォン市場における需要と成長を見込み、開発

及び関連サービスの強化を図っております。同事業は携帯電話端末台数に依存せず、ユーザーの利用に応じ

たレベニューシェア売上を得るビジネスモデルとなります。現在、ＫＤＤI 株式会社及びソフトバンクモバ

イル株式会社の提供するスマートフォンにてサービスを開始しておりますが、今後、順次搭載機種は増加す

る予定であり、サービスの拡充を行ってユーザー数を確保し、さらなる成長が見込まれるスマートフォン市

場において、安定的な収益を得る事業へと育成してまいります。 

また、今後のスマートフォン市場におけるソーシャルメディアの成長を見込み、本年２月より開始してい

るきせかえテーマストアの事業拡大を図るとともに、平成 23 年３月からは新たに大手ＳＮＳ向けソーシャ

ルアプリサービスを開始しており、今後ソーシャルメディアを融合したきせかえアプリの開発を強化する予

定です。 

これまで主に携帯電話に特化したミドルウェアを提供してきた豊富な経験を活かし、今後はきせかえ

touch とソーシャルサービスを融合させた新しいタイプのきせかえソーシャルサービスを提案してまいりま

す。 

以上の事業計画を迅速に実行するため、機動的でかつ既存株主の利益を十分に配慮した資金調達が必要で

あると判断し、今回の新株予約権の発行を決定いたしました。 

 

*１ アプリケーションマーケットプレイス。アプリやコンテンツの開発者が販売やプロモーション等を可能

とするモバイルデバイス向けコンテンツやアプリケーションの流通市場。 

*２ Android OS 搭載スマートフォン向けきせかえプラットフォームです。端末の背景や主要アイコン・ドロ

ワー画像等の UI をユーザーの嗜好に合わせて一括で変更できる Home アプリからコンテンツ作成ツール、

ＤＲＭ、配信システムまでを完備しています。ユーザーは好みのUIにカスタマイズでき、コンツプロバ

イダは、容易にAndroid端末向けきせかえ市場へ参入することができます。 

*３ Brand eXperience Platform。消費者がブランド体験ができるプラットフォームやコンテンツを開発し企

業ブランドや新製品などのプロモーションなど、販促活動の有効的手段として利用できます。 

*４ 特定の CPU 上であれば、OS 等の環境によらず同一のアプリケーションを実行させることが出来るソ

リューションです。従来は難しかった異なるプラットフォーム（Symbian, Android, Windows Mobile
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等)上でのアプリケーションストアを実現するとともに、アプリケーションの複数プラットフォームへの

移植を効率化します。 

  

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、当社がマッコーリー・バンク・リミテッド（以下、「割当予定先」といいます。）に

対し、行使価額修正条項付新株予約権（行使価額修正条項の内容は、本新株予約権の各行使請求の効力発

生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という）における当社普通株式の普通取引

の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。また各行使請求の効力発生時に取引所におけるそ

の日の売買立会が終了している場合、当該効力発生日の終値）の 90％に相当する金額の１円未満の端数を

切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、

行使価額は、当該効力発生日以降、上記金額に修正されるというものです。）を第三者割当ての方法によっ

て割当て、割当予定先による新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。  

当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含むコミット

メント条項付き第三者割当て契約を締結いたします。当該契約に基づき、当社は、割当予定先に割当てた

行使価額修正条項付き新株予約権について、当社の判断に基づき、一定の制限の範囲内で当社が指定する

数の本新株予約権を行使するよう、割当予定先に対して指図を行うことができます。割当予定先は、かか

る指図を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、指定された数の本新株予約権を、当該指図を受けた

日から 10 取引日の期間または当社と合意した取引日のいずれか短い期間（以下、「行使義務期間」といい

ます。）中に行使することを確約します。ただし、当社に未公表の重要事実等がある場合、当社の財政状態

又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合、政府、所轄官庁、規制当局（日本国外にお

ける同様の規制等当局を含む。）、裁判所又は金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、

割当予定先等が関係法令を遵守するために制定した社内規則を遵守するために必要な場合、行使後におけ

る割当予定先の当社株式保有比率が適用法令を遵守するために必要な上限を超える場合、当社が表明保証

した事項に変更が生じた場合等、割当予定先の権利行使を困難とする一定の事由が生じている場合には、

行使義務期間は延期され、上記事由が解消してから３取引日を経過した日から起算して 10 取引日または当

社と合意した取引日のいずれか短い期間が行使義務期間となります。また、当該行使義務期間中、取引所

における当社普通株式の終値が 22,800 円（以下、「下限価額」といい、本新株予約権の発行要項第 11 項に

定める行使価額の調整に係る規定の準用により下限価額も調整を受けます。）を一度でも下回った場合、割

当予定先は当該指図に基づく本新株予約権の行使義務を負いません。 

 当社が割当予定先に対し、一度に本新株予約権の行使を指図できる数には上限が定められています。一

度に行使を指図することができる本新株予約権の数は、①当該指図に基づく本新株予約権の行使により交

付される当社普通株式の数が、当該指図の前日までの 20 取引日または 60 取引日の取引所における当社普

通株式の１日当たり平均売買高数のいずれか少ない方の 50％相当分、②当該行使後における割当予定先の

当社株式保有比率が、適用法令（注）を遵守するために必要な上限（発行済株式総数の 9.99％（割当予定

先関係者が保有している株式を含む場合）もしくは 5％）を超えないこととなる数、または③７．割当先

の選定理由等（３）割当先の保有方針及び行使制限措置に記載された行使制限に定める上限のうち、いず

れか少ない方を超えない限度に制限されます。また、当社が割当予定先に対して複数回の指図を行う場合

には、前回の指図を行った日から起算して 10 取引日（または当社と割当予定先が合意するより短い期間）

以上の間隔を空けることとされています。さらに、当社に未公表の重要事実等がある場合、当社の財政状

態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合、表明保証した事項に変更が生じた場合、過去

に行使された本新株予約権の行使価額の累計額と新たに行使される本新株予約権の行使価額の合計が上限

金額 15 億円を超える場合などの一定の場合には、当社はかかる指図を行うことはできません。なお、当社

は、上記の指図を行った場合、その都度公表いたします。 

なお、当社は、割当予定先との間に締結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に基づき、

①行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完

了した日、③当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④当該契約が解約され
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た日のいずれか先に到来する日から 12 ヶ月が経過する日までの間に、次のいずれかの証券（権利）を当社

が第三者に発行しようとする場合、当社は、当該第三者に対する発行に合意する前に、割当予定先に対し

て、同条件にてその予定する発行額の全部又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどうかを

確認するものとします。但し、(a)当社の従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合、及び

(b)当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含みま

す。）の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券（権利）を発行する場合を

除きます。 

(ⅰ)当社の普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券（権利）若しくは当社に取得させることが

できる証券（権利） 

(ⅱ)当社の普通株式の交付を当社に請求できる新株予約権の交付と引き換えに当社に取得される証券（権

利）若しくは当社に取得させることができる証券（権利） 

(ⅲ)当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権 

 このとき、割当予定先が引受け又は購入を望む場合には、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加え

て、割当予定先に対して同条件にてかかる証券（権利）を発行するものとします（以下、発行会社からか

かる確認を受けたうえで、当該証券（権利）を引き受け又は購入することができる割当予定先の権利を

「本優先交渉権」といいます。）。 

 但し、本契約締結日前に、発行会社との合意によりこれらの証券（権利）の発行に関する優先買取権そ

の他本優先交渉権類似の権利を発行会社から付与された第三者（以下「優先権利者」という。）が存在する

場合、割当予定先は、(ⅰ)優先権利者の全員が当該権利を行使しない旨の意思表示を行った場合、又は

(ⅱ)優先権利者が当該権利の全部又は一部の行使を行ったものの、発行会社が発行しようとする証券（権

利）の全部を引き受け又は購入するに至らない場合に限り、上記(ⅰ)の場合には、発行会社が発行しよう

とする証券（権利）の全部につき、上記(ⅱ)の場合には、優先権利者が引受け又は購入を行わなかった残

存部分につき、それぞれ本優先交渉権を行使することができるものとします。 

コミットメント条項付き第三者割当て契約においては、不可抗力により契約の履行が困難となったとき、

当社が表明保証した事実に誤りがあり又は当社が誓約や合意に違反した場合等、一定の条件のもとで割当

予定先による解約を可能とし、割当予定先がコミットメント条項付き第三者割当て契約に定められた前提

条件（本届出書の効力発生、同契約締結日から払込期日までの間の重要な変更事由の不存在、法律意見書

その他の文書の割当予定先に対する交付、新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付）に満たしたと

判断しない場合、当社の表明保証に誤りがあった場合もしくは後発的事情で不正確になった場合、または

誓約・合意違反の場合のいずれかに該当することを理由として解約が行われた場合には、割当予定先は、

当社に通知することにより本新株予約権の一部又は全部の取得を請求することができる旨、かかる請求を

受けた場合、当社が本新株予約権 1 個あたり 954 円の価額で当該本新株予約権を取得するとともに、割当

予定先に生じた損失を補償する旨を合意する予定です。また、過去に行使された本新株予約権の行使価額

の累計額と、新たに行使される本新株予約権の行使価額の合計が上限金額 15億円を超える場合、当該権利

行使は制限され、累計で 15億円を超過することとなる分の本新株予約権は行使できないこととされていま

す。また、本新株予約権の行使請求をしようとする直前取引日において、取引所における当社普通株式の

普通取引の終値が下限価額を下回る場合には、当該権利行使を行うことはできません。 

さらに、当社がいつでも行使することが可能な権利としてコール・オプションが付されており、当社は

その行使水準を発行決議時株価の 150％以上と想定しております。 

なお、当社がコール・オプションを行使した場合でも、割当予定先は、当社取締役会が指定する本新株

予約権の取得日の前日までは、本新株予約権を行使することができます。 

一方、本新株予約権の行使期間中、いずれかの取引日において、取引所における当社普通株式の終値が

当該取引日を 終日とする 10 取引日の間においていずれも本新株予約権の下限価額を下回った場合には、

割当予定先は、当社に対して本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当

社は、本新株予約権の発行要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより本新株予

約権を取得します。 

本新株予約権が残存する限り、当社は、割当予定先の事前の書面による同意（かかる同意は不合理に留
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保されてはならない。）がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利

が付与された証券を発行してはならない。 

 

（２）資金調達方法の選択理由  

 当社は今回の資金調達にあたり、金融機関からの借入による資金調達につきましても検討いたしましたが、

現在の当社の業績の状況や継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している状況を鑑み、これを断念せざ

るを得ませんでした。また、公募増資による新株発行についても、当社の現状を鑑み、困難であり、第三者

割当による資金調達を検討せざるを得ませんでした。  

 今回の行使価額修正条項付新株予約権の第三者割当てによる資金調達方法は、本新株予約権が全て行使され

た場合の新規発行株式は 25,000 株となり、発行済み株式の総数である 110,345 株を分母とする希薄化率は

22.7％となる見込みです。このため、行使による現在及び将来における発行済株式総数の増加により、当社

株主に対し 1 株当たりの利益の希薄化等の影響を及ぼす可能性があり、以下の（3）本スキームの特徴に記載

の[メリット]及び[デメリット]がありますが、当社が新株予約権の行使の数量及び時期をコントロールする

ことができるという特徴をもっており、株価の動向等を勘案しながら機動的に資金を調達することができる

ため、既存株主の利益への影響を抑えながら、自己資本を増強することが可能であることから、以下の（3）

本スキームの特徴に記載の[他の資金調達方法との比較]のとおり、他の資金調達手段と比較しても、本ス

キームによる資金調達方法が現時点において可能な選択であると判断し、これを採用することを決定いたし

ました。 

 

（３）本スキームの特徴  

 本新株予約権による資金調達スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。 

[メリット] 

① 資金需要の発生時期及び金額に合わせて、当社が割当予定先に新株予約権の行使の数と行使の時期を指定

することができるため、機動的な資金調達が可能であり、かつ希薄化による株価への影響を相当程度抑えるこ

とが可能である。 

② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は、本新株予約権の発行要項に基づく行使価額の調整が行われ

ない限り、行使価額の修正に関らず 25,000 株で一定であり、希薄化率は、 大でも 22.7％までに制限され

る。また、上限行使価額はないが、本新株予約権の行使により払い込まれる行使価額の総額には上限金額（15

億円）が設定されるため、株価が上昇し、行使価額が上昇すれば、行使により発行される新株の株式数は 

25,000株より少なくなり、希薄化を抑制できる。 

③ 一度に本新株予約権の行使を指図できる数には上限（①指図日の前取引日までの 20 取引日または 60 取引

日間における当社普通株式の１日当たり平均売買高数のいずれか少ない方の 50％、②当該行使後における割

当予定先の当社株式保有比率が、適用法令を遵守するために必要な上限（発行済株式総数の 9.99％（割当予

定先関係者が保有している株式を含む場合）もしくは 5％）を超えないこととなる数、または本新株予約権の

発行要項に記載された行使制限に定める上限のうち、いずれか少ない方を超えない限度）があるため、株価に

対する一時的な影響を抑えることができる。 

④ 株価が上昇し、有利あるいは効果的な調達方法の選択が可能な場合、当社はコール・オプションを行使す

ることで、有利あるいは効果的な調達方法を選択し実行することができる。 

[デメリット] 

① 株価の下落により行使価額が下方修正されれば、資金調達額が減少する。 

② 下方修正された行使価額に基づき発行された株式が市場において売却された場合には、市場株価の下落を

招く可能性がある。  

③ 株価が下限価額を一定期間（本新株予約権の行使期間中、いずれかの取引日において、取引所における当

社普通株式の終値が当該取引日を 終日とする 10 取引日の間）下回る場合、割当予定先は当社に対して本新

株予約権の発行価額と同額で本新株予約権を買取るよう請求する権利を有することになり、資金調達額が減少

する。  

④ 一度に本新株予約権の行使を指図できる数には上限があるため、当社株式の流動性が低下した場合、一度
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に本新株予約権の行使を指図できる数が減少することになり、資金調達額が減少する。 

⑤当社の手取額は本新株予約権者の権利行使状況、当社株価の推移及び本新株予約権の行使についての当社の

行使指示の条件等、将来決定される要素により変動するため、当社が予定どおりの資金調達ができない可能性

があり、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。  

 [他の資金調達方法との比較] 

① 公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるが、同時に将来の１株当たり利益の希薄化をも

一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きい。 

② 株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる「ＭＳＣＢ」）の発行条件及

び行使条件は多様化しているが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されるとい

う構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が

大きい。 

③ 行使の制限や制限の解除のみが可能な他の行使価額修正型の新株予約権については、一定期間内に行使す

べき新株予約権の数を指図することができず、また、行使価額が修正されない新株予約権については、株価上

昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難である。 

（注）銀行法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び外国為替及び外国貿易法。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

・ 本新株予約権に係る調達資金    1,068,850千円 

 本新株予約権の払込金額の総額      23,850千円 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の額  1,045,000千円 

・ 発行諸費用          8,150千円 

・ 差引手取概算額                          1,060,700千円 

 (注)上記差引手取概算額は、本新株予約権が全て行使され、その行使価額の平均が当初行使価額である

41,800 円とした場合において、本新株予約権の払込金額の総額及び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から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額を表し

ております。なお、本新株予約権の行使価額が修正または調整された場合には、上記金額は増加又は減少す

る可能性があります。また、本新株予約権の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上記金額は減少する可能性があります。 

 

（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 

① 運転資金 577百万円 平成23年４月～平成25年８月 

② 
きせかえ touch 関連及びソーシャルメディア

関連事業の開発資金 
422百万円 平成23年４月～平成25年８月 

③ アプリマーケット事業の開発資金 60百万円 平成23年４月～平成25年８月 

（注）１．調達した資金については、支出までの期間、当社の取引先銀行の預金口座等で保管する予定です。 

２．使途①の運転資金については、人件費に 301 百万円、その他経費に 275 百万円（主に販売手数料に

65百万円）を充当する予定です。 

３．使途②のきせかえ touch 関連及びソーシャルメディア関連事業の開発資金については、きせかえ

touch 及びソーシャルメディア関連のアプリケーション開発に充当する予定です。開発要員の労務

費 251 百万円、その他経費 171 百万円（主に外注費に 40 百万円、広告宣伝費に 17 百万円、販売手

数料に32百万円）に充当する予定です。 

４．使途③の開発資金については、アプリマーケット事業を支える VIVID Runtime の周辺技術として開

発ツールの機能強化等の技術開発を継続に向け、開発要員の労務費 43 百万円及びその他経費 17 百

万円（主に外注費に 7 百万円）に充当する予定です。なお、アプリマーケット事業における VIVID 

Runtime の開発については、ＧＭＯインターネットと平成 23 年６月に設立する予定の合弁会社にお
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いて行う予定であり、今回の手取金は当該合弁会社に支出する予定はありません。なお、当該合弁

会社への出資については、資産等の承継により行う予定です。 

 

   なお、本件資金調達スキームの特性上、当社の手取額は本新株予約権者の権利行使状況、当社株

価の推移及び本新株予約権の行使についての当社の特約行使状況等、将来決定される要素により変

動するため、当社が予定どおりの資金調達ができない可能性があり、これにより、当社の事業、財

務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。但し、その際には、上記②及び③の開発資金の

うち外注費、広告宣伝費やその他経費、及び①運転資金のその他経費の支出を調整することで対応

する予定です。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

 今回調達する資金は、運転資金及びスマートフォン向け事業の迅速な確立に充当いたします。これらは、当

社の財務状況の改善ならびに今後の当社収益の向上に寄与するものであり、結果として当社の企業価値・株式

価値が向上し、株主利益の向上をもたらすものと考えており、かかる資金使途は合理的なものであると考えて

おります。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項付き第三者

割当て契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関（株式会社プルータ

ス・コンサルティング、所在地：東京都港区赤坂二丁目17番22号）に依頼しました。当該評価においては、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動

性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付されたコール・オプション及び行使指定権、割当予定先の権

利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について、当社及び割当予定先へのヒアリングを基に一定の前提

を置き、評価を実施しております。 

なお、当社に付されたコール・オプションは、いつでも行使することが可能な権利とされております。当

社は、株価が一定程度上昇した場合、コール・オプションを行使するものと想定しており、当該評価において

はその水準を発行決議時株価の150％以上と設定しております。 

また、割当予定先の行動については、割当予定先自らの判断により行使を行うとともに、当社が行使指定

を行い、それを受けて行使をするものと想定しております。当社からの行使指定は、資金調達の目的から、可

能な限り必要な量の行使を指定するものとし、評価上は、発行個数である25,000個を権利行使期間の24ヶ月

で除して得られる個数を目安に、10 取引日に１度約 500 個ずつ行使指定をするという前提を置いており、割

当予定先の売却行動に関しては、当社の流動性を鑑み、本新株予約権の権利行使期間が２年間であることから、

直近２年間の平均売買出来高を参考に約 50 株程度を目安として日々売却していく前提を置いております。当

該前提については、将来の売買出来高を客観的に算定する評価モデルが確立していないことに鑑みますと、現

在の流動性が将来においても継続するという前提を採用することで不合理ではないと、当社及び割当予定先と

検討を重ね判断しております。なお、将来の株価の推移によっては、全ての行使が終了しない可能性もありま

す。また、割当予定先にはプット・オプションが付されており、割当予定先に当該権利の行使可能性をヒアリ

ングしたところ、当該権利は当社がデフォルトする見込みが高まった時に行使するものと想定しているとの説

明を受けておりますが、当社は継続企業を前提として評価を依頼しているため、プット・オプションの行使の

可能性は評価に織り込んではおりません。当社は、上記前提条件を基に算出された結果を参考として、本新株

予約権１個の払込金額を金954円としました。また、当初行使価額は、平成23年３月30日の取引所における

当社普通株式の普通取引の終値38,000円を10％上回る額41,800円としました。 

なお、払込金額の決定方法に係る適法性につきましては、本日開催の取締役会にて監査役３名全員（うち

社外監査役２名）が特に有利発行に該当しない旨の意見を表明しております。当該意見の基礎となる判断要素

として、払込金額の算定にあたり第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが公正な評価

額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の市場売買高及び株価、権利行使期間、株価変動性、金利
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等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ

ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該第三者算定機関の評価額は合理的な公正価格

と考えられ、払込金額も当該評価額とほぼ同額であること、また、修正後の行使価額も、日本証券業協会の

「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準じ、各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所に

おける貴社普通株式の普通取引終値の 90％とされていることから、本新株予約権の払込金額及び行使価額に

ついては適正価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。 

 

（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根拠 

本新株予約権が全て行使された場合の新規発行株式は 25,000 株となり、発行済株式に係る議決権の総数で

ある110,345個を分母とする希薄化率は22.7％となる見込みです。 

しかしながら、当社は、当社の現状において、銀行等の金融機関からの借入による資金調達は、極めて厳

しい状況にある認識から、本新株予約権の発行による資金調達により、当社の財務基盤の強化と、当社の今後

の主力業務でスマートフォン向け事業への投資を行い、業容拡大と企業価値の向上を実現していく予定であり、

将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断しました。 

なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、または新株発行に代る新たな資金調達手

段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を買入取得できる条項を付すること

で、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。 

 

 

７．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

（１） 名称 マッコーリー・バンク・リミテッド  Macquarie Bank Limited  

（２） 所在地 Level 3, 25 National Circuit, Forrest, ACT, Australia 2603  

（３） 
代表者の役職・氏名 

会長 H.K マッカーン （H.K McCann）  

CEO  W.R.シェパード（W.R. Sheppard）  

（４） 事業内容 商業銀行  

（５） 
資本金 

6,508 百万豪ドル(557,877百万円) 

換算レートは１豪ドル85.72円です。(平成22年3月31日現在）  

（６） 設立年月日 1985年 2月28日  

（７） 発行済株式数 444,085,965株  

（８） 決算期 3月31日  

（９） 従業員数 14,657人  （マッコーリーグループ）(平成22年3月31日現在）  

（10） 主要取引先 個人および法人   

（11） 大株主及び持株比率 Macquarie B.H. Pty Ltd, 100% 

（12） 当事会社間の関係  

 

 

 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆

すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆

すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆

すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係

者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 
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（14） 近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2008年 3月期 2009年 3月期 2010年 3月期 

 連結営業収益  73,742百万円 42,756百万円  65,319百万円

連結税引後営業利益  1,436,611百万円 44,945百万円  59,747百万円

包括利益  - 34,410百万円  67,547百万円

純資産  581,290百万円 438,508百万円  722,962百万円

総資産  13,864,845百万円 8,921,006百万円  11,153,029百万円

1株当たり連結税引後利益  4,780.15円 133.01円  134.54円

1株当たり配当金  5,185.16円 141.72円  73.35円

1株当たり純資産  1,934.17円 1,297.74円  1,627.98円

（注）上記表の各円換算額については各決算日のＡ＄レートの仲値で換算し記載しております。 

 

（２）割当先を選定した理由 

 当社は、平成23年3月25日公表の「業績予想の修正及び役員報酬減額を含む経営改善計画の取り組みに関

するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当第２四半期連結累計期間及び通期の業績においては、業績予

想の大幅な未達を見込んでおります。このため、大幅な業績悪化により、手元流動性の低下が見込まれるため、

平成 23 年 4 月末までに運転資金を調達し、財務状況を改善する必要があります。手元流動性の悪化により経

営改善計画の実現に支障をきたす恐れがあり、喫緊に資金を必要としている当社の資金需要を満たすこと及び

キャッシュ・フローの改善が 重要と考え、資金の調達が機動的に行われること、将来的に当社が必要とする

資金の調達が見込めること等、当社グループの事業戦略及び資金需要の必要性、時期並びに経営方針、将来的

な目標を理解していただいたうえで、複数の投資家の中から割当先を模索してまいりました。 

 当社の現状において、銀行等の金融機関からの借入による資金調達は、極めて厳しい状況にある認識であり、

可及的すみやかに資金調達を行う必要があることと、必要な資金を機動的に調達できること等を総合的に勘案

し、第三者割当の方法を選択いたしました。 

 割当予定先は、当社が属する携帯電話業界におけるスマートフォン市場の急速な成長性に基づいた当社株式

価値の上昇可能性に関心を表明しております。当社が展開するスマートフォン向け事業の潜在成長性に期待を

持ち、今般、割当予定先の投資意欲と当社の資金需要が合致したことから、当社の事業戦略、資金需要の必要

性及び時期等をご理解いただいたうえで、今回の資金調達への支援につき割当予定先との間で本新株予約権の

発行について協議・交渉を行うこととなりました。当社は、割当予定先以外の他社の提案も検討しましたが、

割当予定先の提示した条件が当社及び当社の既存株主の皆様にとって も有利な内容であると判断し、割当予

定先として選定いたしました。 

 割当予定先の紹介に至る経緯は次のとおりです。平成 23 年 1 月にマッコーリーグループの日本法人である

マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド（東京支店）より、面談の依頼があり、

当社の第1四半期の決算発表内容についての説明をする機会がありました。その面談の際に、今回の調達手法

についての提案を受け、当社内で検討の結果、有効な調達手段であるとの結論に至り、正式に依頼したもので

す。 

 なお、当社は平成 22 年８月に行った過年度決算の訂正に係る一連の対応について、曽我・瓜生・糸賀法律

事務所に法務面及び会計面での支援を依頼しておりましたが、マッコーリー・キャピタル・セキュリティー

ズ・ジャパン・リミテッド（東京支店）については、平成 22 年９月の資金調達に向けて調達方法の検討を

行っていた際、弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所より紹介を受け、調達手法の選択肢の一つとして、今

回と同種の手法について提案を受けた経緯があります。 

 

 (注)本割当は、日本証券業協会会員であるマッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミ

テッド(東京支店)の斡旋を受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める平成 19 年 5 月 29 日付

「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第16条第1 項及び第 2項の適用を受けて募集が行われるもので

す。  
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（３）割当先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ま

た、コミットメント条項付き第三者割当て契約書において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が

必要であり、また、譲渡が行われた場合、譲受人はコミットメント条項付き第三者割当て契約書に定める一切

の権利義務を承継する旨が定められる予定です。  

割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有しており

ません。  

また、当社と割当予定先は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項、同施行

規則第 436 条第１項から第５項まで、及び日本証券業協会の定める平成 19 年 5 月 29 日付「第三者割当増

資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権

を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10％を超える場

合には、当該 10％を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置を講じる予定です。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の

報告を受けており、割当予定先の直近の財務諸表等から、純資産額は 722,962 百万円 (連結）(平成 22 年 3 月

31日現在）と確認しており、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社及び当社の役員・大株主と割当予定先との間において、本新株予約権の行使により取得する当社株式に

関連して株券貸借に関する契約を締結する予定はなく、割当予定先による空売りも行われません。 

 

（６）．割当予定先の実態 

割当予定先の所有者であるマッコーリーグループ・リミテッドは、オーストラリア証券取引所 (ASX） に上

場しており、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁 APRA（Australian 

PrudentialRegulation Authority）の監督及び規制を受けております。また、マッコーリーグループは、金融

サービス機構の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリーバンク・インターナショナルも傘下においており

ます。そして、マッコーリーグループの事業は、世界中にあるその他規制機関による規制を受けております。

以上のような、割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について、当社は、本件

の斡旋を行うマッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド（東京支店）の 担当者と

の面談によるヒアリング及びオーストラリア金融庁ホームページ、マッコーリー・バンク・リミテッドのア

ニュアルレポート等で確認しており、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは関

係がないものと判断しております。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成23年2月28日現在） 

氏名又は名称 所有株式数（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

ＧＭＯインターネット株式会社 22,000 19.94 

堤 純也 8,400 7.61 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 7,300 6.61 

ＫＤＤＩ株式会社 4,300 3.90 

バークレイズ キャピタル セキュリティーズ

ロンドン ケイマン クライアンツ 

3,998 3.62 

國吉 芳夫 3,280 2.97 
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株式会社バンダイナムコホールディングス 3,000 2.72 

株式会社フュートレック 3,000 2.72 

株式会社ドコモ・ドットコム 3,000 2.72 

モルガンスタンレーアンドカンパニーイン

ターナショナルピーエルシー 

1,600 1.44 

(注)今回の新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反

映した持株数及び持株比率を算定しておりません。なお、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する

当社株式を全て保有した場合、割当予定先に係る「割当後の所有株式数」は、25,000 株、「割当後の総議決

権数に対する所有議決権数の割合」は、18.47％となります。  

 

 

９．今後の見通し 

平成 23 年３月 25 日付「業績予想の修正及び役員報酬減額を含む経営改善計画の取り組みに関するお知ら

せ」にて発表しました平成23年８月期業績見通しに変更はありません。 

なお、今回の資金調達は、上記「４．（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途を通じ、将来の業

績に寄与するものと考えております。 

 

 

（企業行動規範上の手続き） 

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、希釈化率が 25％未満であること、支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約

権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）

から、取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続

きは要しません。 

 しかしながら、当社は平成 22 年９月６日にＧＭＯインターネットと資本・業務提携契約を締結し、第三者

割当による新株式の発行を実施しており、当該第三者割当増資による 22,000 株の新規株式の発行により、募

集時の発行済株式数に対する希薄化は、24.9％となっております。当該第三者割当増資から６ヶ月経過直後で

あり、本件第三者割当の希薄化 22.7％と合算すると、47.6％となります。このため、経営者から一定程度独

立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見として、独立役員である当社社外監査役である高畑

完正及び尾原和人の２名より、本件第三者割当による新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する意見書を

得ております。本第三者割当増資について、当社社外監査役は、希薄化率、発行価格、割当先の選定及び資金

使途などを総合的に検討した結果、①当社は当第２四半期累計期間及び通期の売上高の大幅な減少やスマート

フォン関連事業における開発費の負担増加により、手許流動性が大幅な減少を来たしており、今後平成 23 年

４月末に資金が不足することが見込まれているため、本年４月末日までに運転資金を調達することが喫緊の課

題であること、②継続企業の前提に重要な疑義の存在がある当社の状況では金融機関からの資金調達等が困難

であること、③本件第三者割当は、当社が新株予約権の行使の数量及び時期をコントロールすることが可能な

ため、既存株主に対する希釈化の影響は抑制できること、④当社開発資金の確保は事業の継続と企業価値の維

持のため必須であること等から本第三者割当増資の必要性及び相当性があるとの意見を入手しております。 
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10． 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） 

 
平成20年３月期 

（連結） 

平成21年８月期 

（連結） 

平成22年８月期 

（連結） 

連結売上高 2,813百万円 4,501百万円 2,931百万円

連結営業利益 315百万円 △888百万円 △850百万円

連結経常利益 267百万円 △913百万円 △914百万円

連結当期純利益 △170百万円 △1,644百万円 △2,192百万円

１株当たり連結当期純利益 △2,420.55円 △20,141.35円 △24,871.65円

１株当たり配当金 ―円 ―円 ―円

１株当たり連結純資産 49,392.82円 31,197.91円 6,234.92円

（注）平成21年８月期は決算期変更のため、17ヶ月間の変則決算になります。 

 

（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23年３月30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 110,345株    100％

潜在株式数 3,695株 3.3％

（注）上記潜在株式数はストックオプション3,695株の数値となります。 

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

平成20年３月期 平成21年８月期 平成22年８月期 

始  値 510,000円 546,000円 65,400円

高  値 742,000円 571,000円 147,900円

安  値 167,000円 58,100円 25,510円

終  値 537,400円 66,400円 27,650円

（注）１．各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 

    ２．決算期変更に伴い、平成20年３月期の翌期は平成21年８月期となっております。 

 

② 近６か月間の状況 

 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

始  値 28,110円 33,750円 29,460円 39,900円 78,100円 59,200円

高  値 44,500円 34,950円 47,650円 81,400円 86,700円 73,800円

安  値 27,830円 29,000円 26,200円 39,050円 55,800円 58,200円

終  値 34,300円 29,900円 41,200円 76,000円 58,200円 63,700円

（注）各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 

 

③ 発行決議日における株価 

平成23年３月30日 

始  値 33,200円

高  値 38,800円

安  値 33,200円

終  値 38,000円

(注) 各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 
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（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・株式会社アクロディア第１回行使価額修正条項付き新株予約権（第三者割当て） 

発行期日 平成21年７月６日 

調達資金の額 1,568,680,000円（差引手取概算額） 

発行価額 １株につき 金97,680円 

募集時における 

発行済株式数 
81,715株 

当該募集による 

発行株式数 
16,000株 

募集後における 

発行済株式総数 
97,715株 

割当先 メリルリンチ日本証券株式会社 

発行時における 

当初の資金使途 

当社既存並びに新規製品の開発資金409,743千円、及びEC事業における進行中の

開発資金に393,588千円、並びにEC事業が安定するまでの株式会社AMSの財務負

担を軽減するため短期借入金の一部返済に充当。 

発行時における 

支出予定時期 
平成21年７月以降 

現時点における 

充当状況 

平成21年7月８日に6,000株行使を行い、当初の資金使途に従いＥＣ事業に係る

運転資金140百万円及び借入金の返済300百万円に充当。 

なお、行使残高10,000株については、平成22年９月22日、第三者割当における

ＧＭＯインターネットからの払込時に残高の全部を取得及び消却いたしました。 

 

・第三者割当てによる新株式発行 

発行期日 平成22年９月６日 

調達資金の額 622,552,000円（差引手取概算額） 

発行価額 1株につき 28,690円 

募集時における 

発行済株式数 
88,245株 

当該募集による 

発行株式数 
22,000株 

募集後における 

発行済株式総数 
110,245株 

割当先 ＧＭＯインターネット株式会社 

発行時における 

当初の資金使途 

①スマートフォン向けアプリマーケット事業の開発資金 222百万円 

②運転資金 400百万円を充当。 

発行時における 

支出予定時期 

①平成22年9月～平成23年8月 

②平成22年9月～平成23年7月 

現時点における 

充当状況 

スマートフォン向けアプリマーケット事業の開発資金に 222 百万円、運転資金に

400 百万円充当。ただし、支出予定時期は、業績の悪化によりスマートフォン関連

事業における新規事業立ち上げ等のための外注費を含む開発費の負担が約 200 百

万円増加したため、当該調達資金のうち平成 23 年７月までの期間に充当予定で

あった運転資金 400 百万円を人件費を含む開発資金や運転資金に前倒しで充当い

たしました。 

 

以上 

 



 
（別紙） 

株式会社アクロディア第 2 回新株予約権（第三者割当て） 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社アクロディア第 2 回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」と

いう｡） 

2．申込期間 

平成 23 年 4 月 20 日 

3．割当日 

平成 23 年 4 月 20 日 

4．払込期日 

平成 23 年 4 月 20 日 

5．募集の方法 

第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテ

ッドに割当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 25,000 株とする

（本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 1 株と

する｡）。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切

り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に

定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

調整後行使価額 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
 調整後割当株式数  ＝ 

 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号及び第(5)号によ

る行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日

までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、

調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第

  
1



 
11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな

い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

25,000 個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たり金 954 円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各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、その価額は、行使価額

に割当株式数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下

「行使価額」という｡）は、当初 41,800 円とする。但し、行使価額は第 11 項に定める

ところに従い調整されるものとする。 

10．行使価額の修正 

第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」と

いう。）の直前取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において

売買立会が行われる日をいう。但し、取引所において当社普通株式の取引停止処分又は

取引制限があった場合（一時的な取引制限も含む。）には、当該日は「取引日」の計算

の対象から除かれるものとする。以下同じ。）の取引所における当社普通株式の普通取

引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当する金額の１円

未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に

有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以

降、当該修正日価額に修正される。 

本発行要項において、「直前取引日」とは、各行使請求の効力発生時に取引所におけ

るその日の売買立会が終了している場合、当該効力発生日も含むものとする。 

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、か

かる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式

（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

 

 

 

調 整 後 
行使価額 ＝ 

調整前 
行使価額 × 

既発行 
株式数 

＋ 

新発行・処分

株式数 
× 1 株当たりの

払込金額 

時価 

＋ 既発行株式数 新発行・処分株式数 
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

①下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含

む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得

請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権

利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその 終日

とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処

分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日

以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定め

のある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当

社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）を発行又は付与する場合 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の

全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効

力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をも

って当社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日

以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号

①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新

株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を追加的に交付する。 

 調 整 前 行 使 価 額 に よ り

当該期間内に交付された株式数 
 

 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

株式数 ＝ 

調整前    調整後 
行使価額    行使価額 

調整後行使価額 

－ × 
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(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整

を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前

行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を

四捨五入する。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日（但し、

本項第(2)号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この

場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価

額を初めて適用する日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当

該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤

の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社

が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を

必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価

額の調整を必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前の行使価額、調

整後の行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記

第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場

合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 4 月 21 日から平成 25 年 4 月 20 日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資された金額の累計額が 1,500,000,000 円を超える

こととなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。 

(2) 本新株予約権の行使請求の効力発生日の直前取引日において、取引所における当社

普通株式の普通取引の終値が 22,800 円（以下「下限価額」といい、第 11 項の規定を準

用して調整される。）を下回る場合は、当該本新株予約権の行使はできない。 
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(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約

権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日前に

通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 954 円の

価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取

得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行う

ものとする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式

交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は取引所において当社

の普通株式が上場廃止とされる場合は、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前に

通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 954 円の

価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(3) 本新株予約権の発行後、いずれかの取引日において、取引所における当社普通株式

の普通取引の終値が当該取引日を 終日とする 10 取引日の間においていずれも当該時

点で有効な下限価額を下回った場合には、本新株予約権者は、その選択により、当社に

対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求すること

ができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して 15
取引日目の日において、本新株予約権１個あたり 954 円の価額で、当該取得請求にかか

る本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができ

る期間中に第 19 項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を FAX、

電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知

するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の

当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使

請求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 
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18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される予定の第三者割当て契約に定められた

諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基

礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に

付与されたコール・オプション及び行使指定権、割当予定先の権利行使行動及び割当予

定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約

権１個の払込金額を金 954 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額は第 9 項に記載のとおりとし、行使価額は当初、平成 23 年 3 月 30 日の取引

所における当社普通株式の普通取引の終値を 10％上回る額とした。 

19．行使請求受付場所 

株式会社アクロディア 

20．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 中目黒支店 

21．新株予約権行使による株式の交付 
 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 3 銀行営業日後の日に振替株

式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

22．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) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額そ

の他を踏まえ、当社が現在獲得できる 善のものであると判断する。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以上 
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