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当社普通株式発行の払込完了及びADR募集に関する事項のお知らせ 

 
１．払込完了のお知らせ 
当社は、平成 25 年５月 16 日付「米国預託証券（ADR）の米国 NASDAQ 上場決定並び

に ADR 募集及び当社普通株式募集の発行条件決定等のお知らせ」（以下「５月 16 日付お

知らせ」という。）にてお伝えしましたとおり、当社普通株式を原株とする米国預託証券（以

下「本件 ADR」という。）が平成 25 年５月 16 日（NY 時間）から米国 NASDAQ（以下

「NASDAQ」という。）に上場いたしており、本件 ADR が NASDAQ 市場にて取引され

ております。 
当社は、本件 ADR が表章する当社株式の発行を目的として、平成 25 年４月９日付「米

国 NASDAQ 上場承認等を条件とする ADR 募集及び株式発行に関するお知らせ」（以下「４

月９日付お知らせ」という。）及び同月 25 日付「米国 NASDAQ 上場承認等を条件とする

ADR 募集及び株式発行の日程等の変更に関するお知らせ」（以下「４月 25 日付お知らせ」

という。）にてお伝えしましたとおり、本件 ADR 募集においてオーバーアロットメントの

対象となる部分以外に係る本件 ADR が表章する当社普通株式（以下「本件原株式」という。）

の発行及び募集（以下「本件原株式募集」という。）を決議しておりました。 
本日、本件原株式募集の割当先である Maxim Group LLC による本件原株式募集の払込

手続が完了しましたため、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
（１）本件原株式発行の概要 
本件原株式の種類及び割当の数 当社普通株式 220,000 株 
払込金額 １株につき 38.967 米ドル（4,008 円） 
払込金額の総額 8,572,740 米ドル（881,792,036 円） 
増加する資本金の額 4,286,370 米ドル（440,896,018 円） 
増加する資本準備金の額 4,286,370 米ドル（440,896,018 円） 
払込期日 平成 25 年５月 21 日（火） 
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（注１）当社は、平成 25 年４月 25 日の取締役会決議にて、本件原株式を本件割当先に対

して 500,000 株まで発行する旨の決議をしました。しかし、本件割当先から引受け

の申込みがあったのが 220,000 株であったため、280,000 株については発行されな

いこととなりました。 
（注２）本件原株式発行により実際に増加する資本金及び資本準備金の額は、平成 25 年５

月 21 日の為替相場に基づいて円換算された金額となります。 
（注３）別段の記載がある場合を除き、本リリースにおいて米ドルとは、米国で用いられて

いる通貨を指します。また、米ドル金額の日本円への換算は、株式会社三菱東京 UFJ
銀行により参考値として公表された平成 25 年５月 20 日現在の対顧客電信直物売買

相場から算出した仲値１米ドル＝102.86 円によってなされています。本リリースに

おける米ドル金額の日本円への換算は、この換算率によって便宜上なされているも

のであり、本日及び将来の換算率を表すものではありません。 
 
（２）本件原株式発行による資本金及び発行済株式総数の推移 
本件原株式発行前の

発行済株式総数 
3,193,136 株 本件原株式発行前の

資本金の額 
602,993,750 円 

本件原株式発行によ

る増加株式数 
220,000 株 本件原株式発行によ

り増加する資本金の額 
4,286,370 米ドル

（440,896,018 円） 
本件原株式発行後の

発行済株式総数 
3,413,136 株 本件原株式発行後の

資本金の額 
1,043,889,768 円 

（注）本件原株式発行により実際に増加する資本金の額は、本日の為替相場に基づいて円換

算された金額となります。上記「本件原株式発行後の資本金の額」は、本件原株式発

行により増加する資本金の額が 440,896,018 円と仮定した場合の数値です。 
 
２．本件 ADR の募集に関する事項のお知らせ 
（１）調達資金の使途及び本件 ADR 募集に関する費用 
 当社は、５月 16 日付お知らせ３頁「１．本件 ADR 募集に関する事項 発行価額」に記

載のとおり、本件 ADR の募集により最大 9,858,651 米ドルの払込みを受ける予定です。ま

た、本件ADRの募集に関する発行諸費用の概算額合計 3,863,831米ドルのうち約 3,000,000
米ドルについては、既に手持資金にて支払っております。 
 したがいまして、当社は、本件 ADR の募集に関し、実際は、最大で約 9,000,000 米ドル

（9,858,651 米ドル－3,863,831 米ドル＋3,000,000 米ドル）の資金を調達いたします。こ

の約 9,000,000 米ドルの使途及び支出予定時期は、以下のとおりです。 
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使途 金額 支出予定時期 
テクノロジー投資（テクノロ

ジーセンター配置及び次世

代 Lit i View 開発等） 
約 5,000,000 米ドル 

平成 25 年 6 月（始期） 
～ 

平成 26 年 3 月（終期） 
データセンター拡充 

約 4,000,000 米ドル 
平成 25 年 6 月（始期） 

～ 
平成 26 年 3 月（終期） 

（注１）当社は、４月 25 日付お知らせにて、本件 ADR 募集により、16,984,156 米ドルの

調達を予定しているとお伝えしていました。調達額が当初の予定より減少したこと

に伴い、上記使途への支出規模を当初想定していた金額よりも縮小させることにい

たしました。 
（注２）当社は、調達額の変更後、本件 ADR 募集により実際に入金がある金額をもとに、

その使途について上記のように検討いたしました。したがいまして、５月 16 日付

お知らせ５頁「２．調達資金の使途」記載の手取概算額合計上限（5,994,820 米ド

ル）と異なる金額の記載をしております。 
 
 なお、本件 ADR の募集に関する発行諸費用の概算額合計 3,863,831 米ドルの内訳は、以

下のとおりです。 
米国証券取引委員会、NASDAQ 及び米国金融取引業

規制機構（FINRA）関連費用 
138,175 米ドル 

印刷等関連費用 300,000 米ドル 
法律事務所及び会計事務所関連費用 3,167,572 米ドル 
引受証券会社への対価 92,180 米ドル 
立替払分の返還 
（主幹事引受証券会社による立替払分を含みます。） 

92,180 米ドル 

雑費 73,724 米ドル 
合計 3,863,831 米ドル 
（注３）「引受証券会社への対価」である 92,180 米ドルは、当社から引受証券会社に対す

る、本件 ADR 募集（オーバーアロットメント分を除く）の発行価格の総額である

9,218,000 米ドルに 0.01 を乗じた金額です。これは、４月 25 日付お知らせ５頁「（５）

引受人の対価」にて「当社から主幹事引受証券会社に対して、本件 ADR 募集（本

件オーバーアロットメント対象株式に係る本件 ADR 募集を除く）の発行価格の総

額に 0.01 を乗じた金額」に相当するものです。 
 
（２）本件 ADR 募集の規模について 
 当社は、平成 25 年４月９日付お知らせ及び同月 25 日付お知らせにおいて、本件 ADR 募

集の規模を上限 2,500,000 ADR（オーバーアロットメント分を含めた場合には 2,875,000 
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ADR）とお伝えしておりました。この点に関し、５月 16 日付お知らせのとおり、本件 ADR
募集の最終的な規模は 1,100,000 ADR（オーバーアロットメント分を含めた場合には

1,265,000 ADR）となりました。 
 当社は、本件 ADR の需要状況等を考慮したうえで主幹事引受証券会社である Maxim 
Group LLC 及び The Benchmark Company, LLC と協議した結果、本件 ADR の NASDAQ
上場を最優先し、本件 ADR の募集規模を変更することにいたしました。 
 
（３）引受証券会社について 
 本件 ADR 募集における主幹事引受証券会社は、当社が従前からお伝えしておりますとお

り、Maxim Group LLC 及び The Benchmark Company, LLC の２社です。この点、本件

ADR 募集における引受証券会社として本件 ADR を引受けたのは、主幹事引受証券会社の

ほかに、Newbridge Securities, Inc. 及び Chardan Capital Markets, LLC を含めた合計４

社になります。 
 引受証券会社間における本件 ADR の引受数は、以下のとおりです。 

引受証券会社 引受 ADR 数 
（オーバーアロットメント分を除く） 

Maxim Group LLC  835,000 ADR 
The Benchmark Company, LLC 65,000 ADR 

Newbridge Securities, Inc.  145,000 ADR 
Chardan Capital Markets, LLC 55,000 ADR 

合計 1,100,000 ADR 
 
（４）今後の予定 
本件 ADR 募集においてオーバーアロットメ

ントの対象となる部分に係る ADR が表章す

る株式の発行及び募集に関する払込期間 
平成 25 年６月５日から同年７月９日 

 
以 上 
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