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平成 26 年２月 21 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) 

 

ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て） 

に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日の取締役会において、下記の通り当社以外の全ての株主を対象としたライツ・オファ

リング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て。以下「本件」といい、本件における

資金調達方法を「本資金調達方法」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

なお、本資金調達方法は、新株予約権を、平成26年３月４日（火）の 終の株主名簿に記載又は記

録された当社を除く全ての株主に対し、その保有する株式数に応じて無償で割り当て（以下「本新株

予約権」といいます。）、その行使に応じて資金を調達する手法です。また、本新株予約権自体が株

式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に上場する予定であることから、本新

株予約権の行使を希望しない株主の方は、本新株予約権を市場で売却する機会を得ることとなります。

一方で、一定の期日までに何れの手続きも実施されない場合におきましては、本新株予約権は失権し、

その行使又は売却のいずれも行うことができなくなります。 

従いまして、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆様には、①本新株予約権を行使して当社普通

株式を取得するか、又は②本新株予約権を売却して売却代金を得るかの何れかを選択していただきた

いと考えております。当社株主の皆様におかれましては、本書、本新株予約権に係る有価証券届出書

（その後の訂正を含みます。）（URL: http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）及び本日公表の「ライ

ツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q＆A）」

（URL: http://www.agcap.jp/category/ir/rightsoffering/）をご参照いただき、本件の内容につい

て十分にご理解いただいた上で、本新株予約権に係るご判断をいただきますよう、お願い申し上げま

す。 

 

ライツ・オファリングに関するお問合せ先 

アジアグロースキャピタル株式会社 

電話：03-3448-7303 

（土・日・祝日を除く平日9:00～17：00） 

専用WEBサイト: http://www.agcap.jp/category/ir/rightsoffering/
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記 

１．本件の目的等 

(１) 本件の目的 

（当社の現況） 

当社は、創業以来百年余りにわたり、電機事業を主たる事業として防爆仕様を中心

とする産業用の照明器具、電路配管器具の製造・販売を手掛けて参りました。しかし

ながら、昨今の長期にわたる産業用設備投資の低迷による受注減少に加え、資材価格

の高騰や物流経費の上昇並びに価格競争の峻烈化等の要因によって営業赤字が続いた

ことから、平成 14 年より株主価値向上のための収益基盤多角化を目的として事業再生

部門を立ち上げ、新たに投資事業を展開しております。 

かかる投資事業の一環として、当社は、平成 21 年７月１日付で株式会社エスビーオ

ー（以下「ＳＢＯ」といいます。）が発行する全株式を取得し、ＳＢＯ及びその連結子

会社であるオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社（以下「ＯＣＭ」といい

ます。）を通じて、株式会社ディーワンダーランド（以下「ＤＷ」といいます。）の株

式の 38.65％を保有することとなりました。この結果、ＤＷは当社の持分法適用会社と

なり、当社の本業である電機事業が低迷する中、持分法投資利益として平成 23 年３月

期において 406 百万円、平成 24 年３月期において 274 百万円、平成 25 年３月期にお

いて 278 百万円計上し、当社の連結利益に大きく貢献いたしました。 

その後当社は、平成 24 年 10 月頃、ＤＷの発行済み株式の 20％以上を有する大株主

である宮本雅史氏から保有株式の売却意向を受けたことによりＤＷ株式の追加取得に

係る検討を開始し、 終的にはＤＷとの資本業務提携関係をさらに強化し連結子会社

とすることで、短期的には投下資本を上回る連結利益の計上が期待でき、また、中長

期的にも大きなシナジー効果が生まれ得ると判断されたことから、平成 25 年９月 20

日から同 10 月 21 日までの期間においてＤＷ株式を１株につき 100 円で買い付ける公

開買付け（以下「平成 25年９月公開買付け」といいます。）を実施いたしております。 

かかる公開買付けの結果、買付予定数の上限であった 1,500,000 株（発行済み株式

総数の 4.1％）を上回る 17,474,483 株（発行済株式総数の 48.2％）の応募があったこ

とから、当社は同年 11 月５日にＤＷ株式 1,500,000 株（発行済株式総数の 4.1％）を

１株につき 100 円（総額金 150 百万円）にて追加取得し、結果としてＤＷ株式の 42.7％

を保有することとなりました。なお、かかる応募株式数 17,474,483 株から当社との間

で応募契約を締結していた宮本雅史氏による応募株式数 7,564,000 株を控除した株式

数 9,910,483 株は、ＤＷの発行済株式総数（36,223,850 株）から、①公開買付以前か

ら当社グループが保有していた株式数（14,000,000 株）、②宮本雅史氏の保有株式数

（7,564,000 株）及び③ＤＷの自己株式数（717 株）を控除した普通株式数、即ち、公

開買付者の非利害関係者が所有する普通株式数（14,659,133 株）の３分の２に相当す

る株式数である 9,772,755 株を超過しており、当社としては公開買付けの趣旨及び条
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件がＤＷの少数株主からも広く理解を得ることができた結果であると捉えております。 

上記追加取得によって、当社は、当社の役員が対象者の取締役会の構成員の過半数

（当時４名中３名、現時点では５名中３名）を占めていることから、企業会計基準第

22 号「連結財務諸表に関する会計基準」第７項の議決権の 40％以上、50％以下を自己

の計算において所有し、かつ、現又は元役員・使用人が、取締役会等の構成員の過半

数を占めている場合に該当し、当社と対象者は実質的な支配関係があると判断したた

め、平成 26 年３月期第３四半期よりＤＷを連結子会社として取り込むこととなり、平

成26年３月期の連結業績予想を売上高411百万円から9,163百万円へ、営業損失△184

百万円から営業利益 1,197 百万円へ、経常利益 273 百万円から 1,188 百万円へ、当期

純利益 271百万円から 309百万円へとそれぞれ平成 25年 10月 22日付で上方修正する

に至っております。また、かかる連結子会社化に伴って営業キャッシュ・フロー及び

営業損益が黒字に転じ、通期でもそれぞれ黒字が見込まれることとなったことから、

営業キャッシュ・フロー及び営業損益が継続して赤字であることに基づき当社の決算

短信に記載していた「継続企業の前提に関する重要事象等」についてその記載を平成

25 年 11 月 12 日付で解消いたしました。なお、「継続企業の前提に関する注記」は平成

25 年５月 23 日に記載を解消しております。 

上記結果を受け、当社といたしましては、引き続き当社事業再生部門による投資事

業に注力し、当社の企業価値向上に努めていく方針を改めて確認しております。 

 

（本件の目的） 

本新株予約権は、主にＤＷへの出資比率をさらに高めるための資金を調達する目的

で発行されるものであります。 

当社は、平成 25 年９月公開買付けを実施することで、同年 11 月５日にＤＷを連結

子会社としておりますが、同公開買付けにおいて応募株券等の総数（17,474,483 株）

が買付予定数の上限（1,500,000 株）を大きく超え、応募株券等のうち、予てより保

有株式の売却意向を受けていた宮本雅史氏の保有分を含む大部分を買い付けることが

できなかったことに鑑み、ＤＷ株式の追加取得の可能性に係る検討を開始いたしまし

た。 

その結果当社は、①ＤＷの100％子会社であり中古ブランド品販売業を営む株式会社

大黒屋（以下「大黒屋」といいます。）は平成25年９月期の償却前利払前利益額として

約30億円を計上する高収益企業であること、及び②当社の持つアジア（特に中国、香港、

台湾）における人的ネットワークや財務ノウハウを駆使し、今後著しい需要拡大が見込

まれるアジア地域への出店拡大を事業立ち上げ、大黒屋事業のノウハウ伝授等の面でサ

ポートすることで、大黒屋がより一層の成長を遂げる可能性があることなどに鑑み、Ｄ

Ｗへの投資を拡大し、ＤＷの収益及び成長力をより高い比率で当社の企業価値に反映さ

せていくことが、当社の企業価値を向上させていくうえで 良の選択であると判断する
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に至っております。 

ＤＷが当社の 100％出資の完全子会社となった場合は、仮に当社が平成 26 年３月期第

２四半期決算において持分法投資利益の算定のために用いた、平成 25 年９月期本決算

におけるＤＷグループの連結財務諸表を基に、通年ベースでＤＷが当社の完全子会社と

なったと仮定した場合の当社の連結業績を想定すると、売上高約 18,000 百万円、営業

利益約 2,600 百万円、当期純利益約 1,100 百万円、本新株予約権が全て行使されたと仮

定した場合の一株あたり当期純利益 13.64 円になることが予想されます（将来収益等に

関する現時点における試算であり、諸状況の変化により実際に生じる結果が異なる可能

性があり、その確実性を保証するものではありません）。 

なお、本新株予約権によって調達した資金の具体的な使途及び方針については、下記

「４.調達する資金の額及び資金の使途等 （２）調達資金の使途」を併せてご参照く

ださい。 

 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

当社は、株主の皆様の利益に配慮しつつ、かつ上記「（１）本件の目的」に記載した目

的の達成を目指し、様々な資金調達方法について慎重に比較検討を進めて参りました。

その結果、本資金調達方法が、当社、ひいては株主の皆様にとって 良の資金調達方法

であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容で

あります。 

① その他の資金調達方法の検討について 

A． 金融機関等からの借入 

ＤＷ株式の追加取得資金については、投資回収時期が比較的長期かつ不確定時

期に亘る性質のものであることから、現時点においては、投資回収時期と借入返

済時期を一定程度一致させることが要求される金融機関からの借入れではなく、

資本市場からの調達が有効かつ適切であるものと認識しております。また、運転

資金の調達については、長年にわたり銀行借入を打診してまいりましたが、ＤＷ

の連結子会社化によって連結業績は大幅に改善したものの、まだ連結子会社化か

ら日が浅いこと、及び当社単体の業績及び財政状況は依然として改善していない

ことなどから、取引が難しい状況にあります。 

B． 公募増資 

公募増資は、資金調達額が確実に見込めるというメリットはある一方で、（ⅰ）

本資金調達方法と比較した場合、発行手続きに係る費用が大きくならざるを得な

いこと、（ⅱ）新たに発行される株式が基本的に新規投資家に割り当てられること

になることから、広く当社の既存株主の皆様に株式取得の機会を提供することが

できないこと、（ⅲ）既存株主の皆様において株式価値の希薄化の影響が相対的に

大きくなることが懸念されること、および(ⅳ)引受先が見つからないことから、
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資金調達方法の候補から除外しております。 

C． 第三者割当による株式の発行  

いずれの資金調達手法につきましても、(ⅰ)新たに発行される株式が基本的に

新規投資家に割り当てられることになることから、広く当社の既存株主の皆様に

株式取得の機会を提供することができないこと、および、(ⅱ)本件において調達

を予定する資金の額および当社の時価総額に鑑みると、既存株主の皆様において

株式価値の希薄化の影響が相対的に大きくなることが懸念されることから、今回

の資金調達方法の候補として、望ましい手法ではないとの判断に至りました。 

D． 第三者割当による新株予約権の発行 

新株予約権の発行による資金調達は、一般に、資金調達額が不確実であること

が、その代表的なデメリットとして考えられておりますが、当社といたしまして

は、当社株式の市場価格が堅調に推移したこともあり、平成 25 年１月 11 日開催

の取締役会において発行を決議した第 12 回新株予約権が、平成 25 年 10 月 16 日

付で公表した通り、当初行使期間の満了日であった平成 26 年７月 28 日よりも大

幅にはやく行使完了となり、想定していた資金の満額を調達した実績がございま

す。また、第三者割当による新株予約権の発行には、割当先の保有方針によって

は市況に応じて徐々に新株予約権の行使が進むため、希薄化の影響が短期間のう

ちに過度に生じることがないというメリットもあるため、当社といたしましては、

今般の資金調達に際しても、第三者割当による新株予約権の発行について入念に

検討いたしました。 

しかしながら、その結果、本件において調達を予定する資金の額および当社の

時価総額に鑑みると、資金の調達には相応の時間を要し、または想定した期間内

に調達が完了しない可能性が少なからずあることに鑑み、今回の資金調達方法の

候補として、望ましい手法ではないとの判断に至りました。 

E． 行使価額修正条項付新株予約権または行使価額修正条項付転換社債型新株予約

権付社債の発行 

新株予約権の発行については、当該新株予約権の行使価額が株式の時価に応じ

て適宜修正される旨の条項を付けることにより、一般に行使価額が固定された新

株予約権よりも資金調達の確実性が高くなると考えられます。しかしながら、か

かる新株予約権の発行後に当社の株価が下落し、行使価額が下方に修正された場

合には、(ⅰ)行使総額を固定した場合は発行される株式の数が増加することで希

薄化の影響が大きくなり、または(ⅱ)目的となる株式の総数を固定した場合は行

使総額の減少に伴い資金調達の額が変動するリスクが生じることとなります。直

近の当社株価の変動率を鑑みた場合にかかるリスクが大きくなることから、当該

手法は適切ではないとの判断に至りました。 

F． 非上場型の新株予約権の無償割当て、又は募集株式の株主割当て 
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新株予約権を上場させない非上場型の新株予約権の無償割当てについては、株

主の皆様が新株予約権を売却する機会が乏しく、結果的には新株予約権を行使さ

れない株主の皆様が希薄化に伴う影響を回避する選択肢が限定的であり、本資金

調達方法と比較した場合、本資金調達方法がより適切な手段であると判断いたし

ました。 

また、募集株式の株主割当ては、株主の皆様の保有割合に応じて割当てがなさ

れるため、株式価値の希薄化による影響が比較的少ない資金調達方法ですが、株

主の皆様に付与される株式の割当てを受ける権利が、法律上譲渡できないとされ

ていることから、払込みに応じていただけない株主の皆様にとっては、株式価値

の希薄化を回避する選択肢が更に限定的であり、同様に、本資金調達方法と比較

した場合には、本資金調達方法がより適切な手段と判断いたしました。 

G． ライツ・オファリング（コミットメント型） 

ライツ・オファリングにおいては、特定の証券会社等の金融機関との間で、当

該金融機関が予め一定の期間内に行使されなかった新株予約権について、その全

てを引き受けた上でそれらを行使することを定めた契約を締結する、いわゆるコ

ミットメント型ライツ・オファリングといわれるスキームがあり、当該スキーム

を採用することによって、資金調達額が当初想定していた額に到達せず、又はそ

れにより想定していた資金使途に充当できないこととなるリスクを低減させるこ

とができます。 

当社は、同スキームについてもその実現可能性を検討いたしましたが、ノンコ

ミットメント型ライツ・オファリングにおいても、過去の事例を見ると平均して

概ね 90％程度の行使がなされていること、本件の目的は当社の企業価値向上に直

接的に結びつくものであり、株主の皆様からの理解も得られると判断しているこ

と、及び一般にコミットメント型ライツ・オファリングにおいては、コミットメ

ントを行う証券会社等に対してコミットメント総額に応じて５％から10％の手数

料を支払う必要があり、ノンコミットメント型ライツ・オファリングと比較して

相対的に手数料が高くなる傾向にあることなどを考慮し、後述の本資金調達手法

の方が、より適切な手段であると判断いたしました。 

② 本資金調達方法（ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）） 

（メリット） 

A． 株主様への平等な投資機会の提供 

本資金調達方法の特長として、全株主の皆様に保有する株式数に応じて本新株

予約権を無償で割り当てるということがあげられます。当該無償割当ての機会を

通じて、当社の現状並びに今後の事業展開及び方向性を株主の皆様方に広くご理

解いただくとともに、かかる特長により、全ての株主の皆様にとって平等な投資

機会を提供することが可能であると考えております。 
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B． 株主様の株式価値希薄化による影響の極小化 

株主の皆様には、保有する株式数に応じて本新株予約権が割り当てられるため、

当該本新株予約権を行使することによって、各株主様の株式価値の希薄化の影響

を極小化することが可能です。また、新株予約権の無償割当てという発行形態は、

株主の皆様による本新株予約権の行使を前提とする資金調達方法ではありますが、

本新株予約権は東京証券取引所へ上場される予定であるため、本新株予約権の行

使を希望されない株主様は、お持ちの本新株予約権を市場で売却することが可能

となっております。これにより、本新株予約権の行使を行わない場合でも、株式

価値の希薄化により生じる不利益の全部又は一部を、本新株予約権の売却によっ

て補う機会が得られることが期待されます。 

上記「（２）本資金調達方法を選択した理由 ①その他の資金調達方法の検討に

ついて C．第三者割当による株式の発行」及び同「D．第三者割当による新株予

約権の発行」に記載の通り、第三者割当による資金調達においては、既存の株主

様に与える株式価値の希薄化による影響が懸念される一方で、本資金調達方法は

既存株主の皆様の利益保護に配慮したスキーム設計であると考えております。 

（デメリット） 

A. 資金調達額の不確実性 

本資金調達手法においては、発行した新株予約権が行使されることで、当社は

資金の調達を実現できることとなるため、本新株予約権の割当てを受け、又は本

新株予約権を、市場を通じて取得した株主様或いは投資家様の投資行動によって

は、調達する資金の額が想定を下回る恐れがあります。この点、当社といたしま

しては、本件によって調達した資金を活用することによって、当社の１株あたり

利益を向上せしめ、ひいては当社の企業価値を向上させていくことができると考

えておる次第であり、株主の皆様におきましては、本書面、及び本新株予約権に

係 る 有 価 証 券 届 出 書 （ そ の 後 の 訂 正 を 含 み ま す 。）（ URL: 

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）等を通じて、本件の内容及び目的等をご

理解いただき、本新株予約権にかかわるご判断をいただければと考えております。 

B. 過度なディスカウントによる株価下落要因 

本資金調達手法では、全株主を対象として、その保有株式数に応じ、平等に新株

予約権の割り当てを行うというその特性から、新株予約権の行使価額は、その目

的となる株式の市場価格と比して、大きくディスカウントされることが通例とな

っております。このため、本資金調達手法を実施した場合、希薄化の影響により

株価が下落するリスクがあることとなります。 

また、かかる株価の下落分については、一般的に、新たに全株主に対して割り当

てられることとなる新株予約権の行使、または売却によって、その全部または一

部が補てんされ得るという整理がなされておりますが、当社といたしましては、
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本資金調達手法によって割り当てられる新株予約権の売却に際しては、流動性の

不足や、株式市場の影響など様々な要因によって望ましい価格での売却が必ずし

も実現できないリスクがあります。 

ただし、当社といたしましては、資金調達額を必要 低限の額にとどめ、かつ新

株予約権の行使価額の株価に対するディスカウント率を可能な限り抑えることに

よって、新株予約権の価格変動に関するリスクに対処することが可能であると判

断しております。 

 

以上のことから、当社といたしましては、株主の皆様に対するライツ・オファリング

（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）という本資金調達方法が、

当社の目的を達成しつつ、かつ、株主の皆様の利益保護に十分配慮した現時点におけ

る 良の資金調達方法であると考えております。 

 

２．ライツ・オファリングの内容 

(１)無償割当ての方法 

平成 26 年３月４日(火)を株主確定日とし、当該株主確定日の 終の株主名簿に記載

又は記録された株主に対して、その有する当社普通株式１株につき１個の割合でアジ

アグロースキャピタル株式会社第 13 回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法第

277 条）の方法により割り当てます。 

(２)本新株予約権の内容等 

①新株予約権の名称 アジアグロースキャピタル株式会社 

第 13 回新株予約権 

② 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

本新株予約権１個当たり、当社普通株式 0.2 株 

③ 新株予約権の総数 66,599,954 個 

※株主確定日における当社の発行済株式総数から、

同日において当社が保有する当社普通株式数を控除

した数とし、上記発行数は、平成 26 年２月 21 日現

在の当社発行済普通株式総数（66,607,616 株）及び

自己保有株式数（7,662 株）を基準として算出した

見込み数です。 

④ 新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額（行使価

額） 

１個（0.2 株）につき 30 円 

※本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は

0.2 株であるため、本新株予約権の行使により当社

普通株式１株を取得するためには、本新株予約権５

個を行使し、行使価額として 150 円をお支払いただ



 
 

－9－ 
 

く必要があります。 

⑤ 新株予約権の行使によって株

式を発行する場合における資

本組入額 

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 条第１項の

規定に従って算出された資本金等増加限度額の２分

の１の金額とする。 

⑥ 新株予約権の権利行使期間 平成 26 年４月 10 日(木)から 

平成 26 年５月２日(金)まで 

⑦ 新株予約権の行使条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑧ 新株予約権を行使した際に生

ずる１株に満たない端数の取

り決め 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する

株式の数に１株に満たない端数が生じたときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

⑨ 新株予約権の当社の取得事由 本新株予約権の取得事由は定めない。 

⑩ 新株予約権の行使請求の方法 (１)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権

者は、直近上位機関（当該本新株予約権者が本新株

予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替

機関又は口座管理機関をいう。以下同じ。）に対して、

本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の

支払いを行う。 

(２)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行

う旨を申し出た者は、その後これを撤回することが

できない。 

⑪ 国外居住株主による本新株予

約権の行使について 

米国に居住する株主は、本新株予約権を行使するこ

とができない。 

※米国以外の外国に居住する株主にはかかる行使制

限は適用されませんが、外国居住株主の皆様に対す

る適用法令上、本新株予約権の割当て、行使、売買

について制約がある可能性がございますので、各外

国居住株主の皆様においては、それぞれに適用され

る法令の弁護士等にお問い合わせください。 

⑫ その他投資判断上重要又は必

要な事項 

(１)本新株予約権の権利行使を受けた場合、当社は、

その目的たる普通株式を新規に発行した上で交付す

る（自己株式による交付は行わない）。 

(２) 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。 

※ 本新株予約権にかかわる行使並びに売却等にかかわる投資判断に際しましては、本書面並

びに平成 26 年２月 21 日付で関東財務局長宛提出の有価証券届出書（その後の訂正を含み
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ます。）（URL: http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）等を熟読されたうえで、株主様又

は投資家様ご自身の責任においてご判断ください。 

 

３．ライツ・オファリングの日程 

日程 内容 

平成26年２月21日(金) 取締役会決議 

有価証券届出書提出 

総株主通知請求 

平成26年３月１日(土) 届出の効力発生日（予定） 

平成26年３月４日(火) 株主確定日 

※本新株予約権の割当対象とする株主の確定日 

平成26年３月５日(水) 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

本新株予約権上場日（予定）（東京証券取引所より後日発表)

平成26年３月24日(月) 本新株予約権の株主割当通知書の送付日（予定） 

平成26年４月10日(木)か

ら 

平成26年５月２日(金)ま

で 

本新株予約権権利行使期間 

※本新株予約権の権利行使にかかる受付期間は証券会社ご

とに異なる場合があります。 

平成26年４月24日(木) 本新株予約権の市場での売買 終日（予定） 

※売買注文の受付 終日は証券会社ごとに異なる場合があ

ります。 

平成26年４月25日(金) 本新株予約権上場廃止日（予定）（東京証券取引所より後日

発表) 

 

４．調達する資金の額及び資金の使途等 

(１)調達する資金の額（差引手取概算額） 

本件による資金調達額は、本日時点の当社発行済株式総数（当社が保有する自己株

式の数を除く。）を基準として算出可能でありますが、株主の皆様による本新株予約権

の行使状況により、本件による資金調達額は変動いたします。以下は、行使比率が 100％

（本新株予約権の総数 66,599,954 個が全て行使された場合）と仮定した場合の払込金

額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額を記載しております。本新株予約

権の行使比率が 100％未満となった場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及

び差引手取概算額は減少します。本件による 終的な調達金額及びその具体的な使途

につきましては、改めて開示いたします。 

① 払込金額の総額                 1,997,998,500円 

② 発行諸費用の概算額          77,492,181円 
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③ 差引手取概算額         1,920,506,319円 

（注１）発行諸費用は、フィナンシャル・アドバイザリー業務委託報酬（三田証券株

式会社）34,979千円、登記費用6,992千円、その他諸費用（株式事務代行費用、口座

管理機関への事務手数料、弁護士報酬等）35,519千円からなります。 

（注２）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(２)調達資金の使途 

当社は、上記（１）記載の差引手取概算額について、下記の資金使途に充当する予

定であります。しかしながら、 終的な調達金額につきましては、株主の皆様による

本新株予約権の行使状況に依存いたしますので、現時点で、確定することができませ

んが、行使比率が 100％であったと仮定した場合の調達資金の金額、使途及び支出予定

時期については以下のとおりであります。 

なお、行使比率が 100％に満たない場合、当社は、まずＤＷ株式の 100％（又は 100％

に近い）取得を優先的に行い、次に電機事業仕入れ代金及び一般経費に充当してまい

ります。ただし、調達資金がＤＷを完全子会社とするための必要資金 1,715 百万円に

満たない場合は、まず公開買付後における所有割合が３分の２未満となるまでＤＷ株

式を取得し、残額を電機事業仕入れ代金及び一般経費、追加のＤＷ株式取得資金に充

当していきます。 

調達資金につきましては、支出までの間、当社の銀行預金口座において資金管理す

る予定です。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

ＤＷ株式の取得 1,715 平成 26 年６月～平成 26 年 12 月

電機事業仕入代金及び一般経費 205 平成 26 年９月～平成 27 年７月 

合計 1,920  

① ＤＷ株式の追加取得 

ＤＷ株式の追加取得については、当社として、ＤＷへの出資比率を可能な限り拡大す

れば、ＤＷグループ（ＤＷ及び大黒屋）の利益の当社計上額が増加し、結果として当

社の1株あたりの純利益が増加し、当社の企業価値向上に資すると判断しております。

公開買付けを実施する場合は、公開買付後における所有割合が３分の２以上となると

きは買付けを行う株式数に上限を付すことができないことなどから、ＤＷの全株式を

対象とした公開買付けを行う可能性が想定しています（取得の条件を含め、追加取得

に関する具体的な詳細が決定した場合は、法令等に基づき適宜公表させていただきま

す）。 

当社がＤＷの発行済株式のすべてを取得する場合、追加で取得することとなる株式数
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はＤＷの第 31 期有価証券報告書（平成 25 年 12 月 26 日付提出）に記載された平成 25

年 12月 26日現在のＤＷの発行済株式数36,223,850株から同有価証券報告書に記載さ

れたＤＷの自己株式数 717 株及び現時点における当社及びＯＣＭの保有株式合計数

15,500,000 株を控除すれば 20,723,133 株となりますので、当該株式を１株につき 100

円で取得したとすると、取得総額は 2,072 百万円となります。なお、平成 27年 3 月期

第２四半期末日において、１株 100 円でＤＷ株式を追加取得し、ＤＷを完全子会社と

した場合、55 百万円程度の負ののれんが発生する見込みです。 

他方、当社は第 12 回新株予約権の発行によって調達した総額から発行諸費用を除い

た907百万円については、運転資金に充当する予定であった400百万円のうち全部と、

ＤＷ株式の取得資金に充当する予定であった 507 百万円のうち 150 百万円を、それぞ

れ予定通りの使途に用いておりますが、ＤＷ株式の取得資金に充当する予定であった

507 百万円のうち 357 百万円については、平成 25 年９月公開買付けの実施後に調達が

完了したことから、現時点において未使用となっております。かかる未使用分 357 百

万円については、本件による資金調達を行わなかった場合、当初の予定通り、適宜Ｄ

Ｗ株式の追加取得に充当していく予定でありましたが、上記の通り、今般本件を実施

し、ＤＷ株式を更に追加で取得していく方針を決定いたしましたので、上記第 12 回新

株予約権によって調達した 357 百万円についても本件による調達資金と合算し、ＤＷ

株式の取得資金に充当することといたしております。従いまして、本新株予約権によ

って調達した資金のうちＤＷ株式の追加取得のために用いられる資金は、2,072 百万円

から 357 百万円を控除した 1,715 百万円として試算しております。 

当社は、上記によって取得したＤＷ株式については長期の保有を前提としており、今

回の調達資金による追加取得を含むＤＷに対する投下資本については、ＤＷによる配

当等を受領する方法で回収していくことを企図しております。この点、現状において

は、ＤＷの主要な子会社である大黒屋が融資契約の遵守条項により配当金の支払いを

禁止されておりますため、配当金の受領による投下資本の回収は行えていない状況に

ありますが、今後負債の圧縮なども含めた方策を取り中長期的にかかる遵守条項の緩

和等を行っていくことで、将来的に配当金を受領できることとなることを想定してお

り、投下資本の回収は可能であると判断しております。 

従いまして、かかる遵守条項の緩和が行えない場合には、ＤＷに対する投下資本が回

収できないこととなるリスクがありますが、当社といたしましてはＤＷの業績は今後

も安定的に推移すると考えており、現在の業績を前提とすれば、中長期的な遵守条項

の緩和は実現可能であると考えられることから、かかるリスクは中長期的にみれば過

大なものではないと判断しております。 

他方、配当金の受領が可能な状況となった場合であっても、今後ＤＷの業績が想定を

上回って悪化した場合は、当社が保有するＤＷ株式の価値が下がることにより、当社

の企業価値が毀損するリスクがあり、また、ＤＷの純資産が毀損すること等によりＤ
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Ｗにおける配当金の支払原資がなくなり、当社が配当金を受領できなくなるリスクが

あります。この点につきましては、当社といたしましては、ＤＷ及び大黒屋に対して

適宜必要なサポートを行うことにより業績の維持・伸長を目指すとともに、財務管理

等による経営状態の適切な把握により、かかるリスクの管理を行って参ります。 

なお、上記の通り、仮にＤＷ株式の追加取得により、当社の出資比率が拡大したとし

ても、当該事実は必ずしも当社によるＤＷからの配当金の受領及びその結果としての

当社による株主の皆様に対する配当金支払いの再開を即座に意味するわけではない点

にご留意ください。 

 

② 電機事業仕入代金及び一般経費 

当社の主たる事業である電機事業は現在収益的に厳しい状況にあり抜本的な事業の

見直しとして電機事業からの撤退も視野にいれ検討しましたが、電機事業は消防法に

基づく認可事業であり、当社製品を継続的に使用している顧客には当社製品を代替で

きるものは無いことから、当社には製品を継続的に供給する義務があると考えていま

す。継続的に製品を供給できる製造業者等への事業譲渡等により電機事業からの撤退

が現実的に可能と判断されるまでは、当社が創業以来百年余りにわたり継続しており

ます電機事業の暖簾を承継し、防爆仕様を中心とする産業用の照明器具、電路配管器

具といった現状の生産ラインを維持しながらも、 小限の費用にて産業構造の変化に

対応したより付加価値の高い新たな製品群の製造販売に傾注してまいる所存です。そ

こで、当社は、株主利益を第一に考える当社の経営理念に照らし、顧客への既存製品

の供給責任等社会的責任も充足しながら、電機事業の経済的負担軽減を今後も推進す

ることが株主価値の維持・推進に不可欠であると考えております。そこで今後、当社

といたしましては、可及的速やかに株主価値向上につながる諸施策に取り組んで参り

ます。そのためにも当社製品の製造に不可欠な仕入れ代金および上場維持費、上場企

業としてのコンプライアンス体制の確保のための管理コスト等にかかる恒常的な資金

の確保が必要不可欠であります。今後ＤＷ株式の取得が進んだ段階でグループ企業の

持株会社として上場維持費用等は子会社配当などによりまかなう予定ですが、現在は

大黒屋が融資契約の遵守条項により配当が禁止されており、事業投資業に係る配当な

どは得られていないことから、それまでは当社単体での運転資金確保が必要となりま

す。現在大黒屋は融資契約につきリファイナンス候補先と配当制限の緩和も含め交渉

中ですが、条件・時期等は未定で当面の運転資金は必要です。 

大黒屋の融資契約ですが、大黒屋は平成23年９月20日以降銀行団に対する借入債務に

つき期限の利益喪失状態でありましたが、平成24年８月10日に合同会社湯島キャピタ

ルが、銀行団から大黒屋に対する貸付債権を譲り受けると同時に、大黒屋に対し借入

債務について期限の利益を付与したことにより、大黒屋は借入債務について期限の利

益を回復しました。借入債務につき大黒屋は契約条件どおり弁済しておりますが、融
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資契約の遵守条項により配当は禁止されております。 

現在の手許預金残高を踏まえますと、平成26年９月以降の運転資金が不足することが

見込まれ、実際の資金調達が株価や出来高に左右される新株予約権の性質上、現時点

で発行を行っておくことが堅実な資金の確保のために必要であるとの経営判断に至り

ました。運転資金の調達については、長年にわたり銀行借入を打診してまいりました

が、ＤＷの連結子会社化によって連結業績は大幅に改善したものの、まだ連結子会社

化から日が浅いこと、当社単体の業績及び財政状況は依然として改善していないこと

などから、銀行との取引が未だ難しい状況にあります。 

そこで、事前に平成26年９月から平成27年７月における当面の運転資金205百万円を

手当する次第です。平成28年３月期上半期を目途として、当社電機事業関連製品の販

売状況、ＤＷ株式の取得状況等を踏まえて事業撤退の要否又はリストラクチャリング

等の判断を行ってまいる予定です。 

運転資金の調達手段としては、当面エクイティ・ファイナンスに頼るほかなく、現時

点でＤＷ株式の追加取得資金と合わせて本件にて調達するものです。平成27年９月以

降、連結業績黒字が定着し財務内容も向上する場合には、単体の赤字が仮に継続した

場合でも、資金調達手段としては銀行借入等も選択肢として考えられます。 

 

なお、当社の必要運転資金は次のとおりとなっております。 

(資金繰表：平成 25 年 9 月～平成 27 月 7 月） （単位：千円）

  売上収入 仕入支出 経費 借入返済

第 12 回 

新株予約権

行使 

DW 株式

公開買

付 

残高 

残高のうち 

DW 株式取

得資金※ 

差引 

平成 25 年 9 月 - - - - - - 285,359 - -

平成 25 年 10 月 40,965  -22,104  -46,779 -6,600 496,000 -150,000 596,841 357,000 239,841

平成 25 年 11 月 28,151  -18,319  -31,243 -11,000 0 0 564,430 357,000 207,430

平成 25 年 12 月 34,562  -26,300  -28,546 -13,000 0 0 531,146 357,000 174,146

平成 26 年 1 月 46,330  -16,393  -45,352 -10,000 0 0 505,731 357,000 148,731

平成 26 年 2 月 36,802  -16,961  -27,659 -5,500 0 0 492,413 357,000 135,413

平成 26 年 3 月 34,095  -21,343  -27,659 -3,500 0 0 474,006 357,000 117,006

平成 26 年 4 月 40,379  -26,668  -27,659 -3,000 0 0 457,058 357,000 100,058

平成 26 年 5 月 39,104  -28,718  -27,659 -1,000 0 0 438,785 357,000 81,785

平成 26 年 6 月 34,300  -24,010  -27,659 -6,000 0 0 415,415 357,000 58,415

平成 26 年 7 月 34,300  -24,010  -37,659 -5,500 0 0 382,546 357,000 25,546

平成 26 年 8 月 34,300  -24,010  -27,659 -500 0 0 364,677 357,000 7,677

平成 26 年 9 月 34,300  -24,010  -27,659 -6,500 0 0 340,808 357,000 -16,192 

平成 26 年 10 月 34,300  -24,010  -27,659 -5,300 0 0 318,139 357,000 -38,861 

平成 26 年 11 月 34,300  -24,010  -37,659 0 0 0 290,770 357,000 -66,230 

平成 26 年 12 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 273,401 357,000 -83,599 

平成 27 年 1 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 256,032 357,000 -100,968 

平成 27 年 2 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 238,663 357,000 -118,337 

平成 27 年 3 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 221,293 357,000 -135,707 
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平成 27 年 4 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 203,924 357,000 -153,076 

平成 27 年 5 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 186,555 357,000 -170,445 

平成 27 年 6 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 169,186 357,000 -187,814 

平成 27 年 7 月 34,300  -24,010  -27,659 0 0 0 151,817 357,000 -205,183 

※預金残高のうち、357,000 千円は、第 12 回新株予約権の行使により取得した資金で、DW 株式取得資金に充当する予定です。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達した資金につきましては、上記「４．調達する資金の額及び資金の

使途等 (２)調達資金の使途」に記載した資金使途に充当することを予定しており、収益

力の安定化を図り、今後の成長基盤を確立することによって中長期的な企業価値の向上を

図ることを目的としております。 

長らく赤字の状態が続いていましたが、ＤＷへの投資の成果により、平成 26 年３月期の

１株あたり当期純利益は 5.32 円程度を見込んでおります。本新株予約権が全て行使された

場合に発行される当社普通株式数は 13,319,990 株であり、本件実施後の発行済株式数は

大で 79,927,606 株に増加することとなりますが、当該新株予約権の行使に伴う資金でＤＷ

株式を 100%のシェアまで追加取得することが可能となれば、仮に当社が平成 26 年３月期第

２四半期決算において持分法投資利益の算定のために用いた、平成 25 年９月期ＤＷグルー

プ本決算における連結財務諸表を基に、通年ベースでの連結当期純利益を想定すると約

1,100 百万円となり、一株あたり当期純利益は、13.64 円に増加することが予想されます（将

来収益等に関する現時点における試算であり、諸状況の変化により実際に生じる結果が異

なる可能性があり、その確実性を保証するものではありません）。 

従いまして、当社といたしましては、本件の実施は中長期的にみて株主の皆様の利益に

資するものと考えており、かかる資金使途は合理的であると判断しております。 

また、当社はＤＷ株式の追加取得について、当該株式を１株につき 100 円で取得できる

と仮定し、取得資金の試算を行っておりますが、かかる仮定の実現可能性及び合理性に関

する見解は以下の通りです。 

まず、ＤＷ株式の追加取得については、平成 24 年に一括して一株につき 100 円で売却し

たいとの意向を、ＤＷの発行済み株式の 20％以上を有する宮本雅史氏から口頭により受け

たことが、端緒となっております。この一株につき 100 円という額は、平成 23 年 12 月 19

日のＤＷ株主総会においてＤＷによる自己株式取得を承認する決議を株主が行った際の上

限額でもあります。 

また、当社は、東京共同会計事務所（住所：東京都千代田区丸の内 3-1-1、代表者：内山

隆太郎）にＤＷの主要資産である大黒屋株式の評価額を考慮したＤＷ株式の評価を依頼し、

同事務所より DCF 法並びに類似会社比較法を用いたＤＷ株式評価に関する株式評価書を平

成 24 年 12 月に取得しました。これによればＤＷ株式 1 株当たりの価値は、類似会社方式

で 71.5 円ないし 91.0 円、DCF 法で 120.3 円ないし 143.3 円の範囲との評価でした。同種の

事業を営む上場企業の株価の平均値を参照して対象企業の株価を決定する類似会社方式お
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よび対象企業の将来キャッシュ・フローの割引現在価値をもって理論価値とする DCF 方式

はともに継続企業に関する一般的な株式評価方法であり、一株当たり 100 円の想定額は、

これらの評価方法の結果を応分に考慮した場合の中間価額 95.9 円ないし 117.15 円の範囲

内に収まります。なお、平成 25 年９月期のＤＷの有価証券報告書によれば一株当たりの純

資産額は 275 円となります。一株当たり純資産額を株式評価額とする純資産方式は客観的

なすぐれた評価方法ではありますが、対象会社の清算価値を前提にしたもので、営業を継

続する会社の株式の評価方法として一般に採用されておらず、当社としてはＤＷの事業を

従前のまま継続していくことを前提として検討していることから、適切な評価手法ではな

いと判断いたしました。他方、一株当たり 100 円の想定額は、ＤＷが平成 22年 2 月 9日に

ジャスダック証券取引所での上場が廃止になるまでの 1 ヶ月間のＤＷ株式の終値平均値

28.10 円に対し 255%のプレミアム、同 3ヶ月の終値平均値 46.75 円に対し 113％のプレミア

ム、同 6ヶ月の終値平均値 48.89 円に対し 104％のプレミアムとなります。 

かかる株式評価書については、取得から期間が経過しているため参考にとどめておりま

すが、上記のように大株主から一株 100 円で売却の意向が示されていること、ＤＷの株主

が、平成 23年 12 月 19 日の株主総会において一株 100 円を上限とする自己株式取得を承認

する決議を行っていること、ＤＷ 株式に流動性がないこと、および上場廃止前のＤＷ株式

の時価等を全て勘案したうえで、当社株主の利益とＤＷ株式取得の実現性をともに満たす

価額として一株 100 円をＤＷ株式の想定取得額といたしました。 

なお、当社といたしましては、平成 25 年 9 月公開買付けにおいて、応募株式数 17,474,483

株から同公開買付けに際して当社との間で応募契約を締結していた宮本雅史氏による応募

株式数 7,564,000 株を控除した株式数 9,910,483 株が、ＤＷの発行済株式総数（36,223,850 

株）から、①公開買付以前から当社グループが保有していた株式数（14,000,000 株）、②宮

本雅史氏の保有株式数（7,564,000 株）及び③ＤＷの自己株式数（717 株）を控除した普通

株式数、即ち、公開買付者の非利害関係者が所有する普通株式数（14,659,133 株）の３分

の２に相当する株式数 9,772,755 株を超過したことから、公開買付けの趣旨及び条件はＤ

Ｗの少数株主からも広く理解を得ることができたものと捉えており、１株につき 100 円と

いう取得価格の合理性は一定程度担保されていると考えており、改めて株式評価書の取得

等を行う予定はありません。 

 

６．発行条件の合理性 

本新株予約権の割当数、本新株予約権の１個当たりの交付株数および行使価額につきま

しては、上述の必要調達金額（1,930 百万円）からの逆算、当社の業績動向、財務状況、直

近の株価動向、および既存の株主の皆様による本新株予約権の行使の可能性（株主の皆様

に本新株予約権を行使していただけるよう、時価を下回る行使価額を設定しております。）

等を勘案して以下の通り、決定いたしました。 

・当社普通株式１株につき本新株予約権１個の割り当て 
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・本新株予約権１個の行使により当社普通株式 0.2 株の交付 

・ 行使価額は１株（５個）当たり 150 円（本新株予約権の発行決議日前営業日の当社普

通株式の株価終値の 51.9％） 

なお、本新株予約権の発行決議日の前営業日である平成 26 年２月 20 日（木）を基準と

した場合、東京証券取引所における当社の普通株式の直近１ヶ月の株価終値の単純平均値

は 291 円、直近３ヶ月の株価終値の単純平均値は 207 円および直近６ヶ月の株価終値の単

純平均値は 151 円となりますが、これらの平均値を基準とした場合、本新株予約権の１株

あたりの行使価額 150 円は各々当該平均値の 51.6％、72.5％、99.4％の水準となります。 

本新株予約権無償割当ては当社の企業価値、ひいては株式価値向上を目的として実施す

るものであり、かつ、上述の通り、行使価額が時価を下回る水準に設定されており既存株

主の皆様が本新株予約権を行使していただけるための配慮がなされていること等を総合的

に勘案し、本新株予約権無償割当ての発行条件は合理的であると考えております。 

また、米国に居住する株主様（本書においては、1933 年米国証券法（U.S. Securities Act 

of 1933）ルール 800 に定義する「U.S. holder」を意味します。以下「米国居住株主」と

いいます。）につきましては、本新株予約権の売買は可能な一方で、本新株予約権の行使は、

制限させて頂くこととなります。米国居住株主に対する当該制限については、株主平等の

原則に抵触する可能性について、サン綜合法律事務所の大鶴基成弁護士から法律意見書を

取得のうえ、慎重に検討をいたしましたが、当社といたしましては、(ⅰ)米国居住株主に

対して新株予約権の行使を認めることとした場合、当社は米国証券取引委員会への登録が

義務付けられる上、登録後も継続開示義務が課されるため、多大な事務的・金銭的負担を

強いられることになる一方で、(ⅱ)本件においては、本新株予約権が上場されることから

米国居住株主においても市場内外でこれを売却することができ、新株予約権の行使を認め

ないこととしても保有株式の希釈化による経済的損失を軽減することが可能であると考え

られることに鑑みた上で、さらに現在における株式市況・当社株式の流動性・株主構成等

の諸事情を総合的に勘案した結果、当該制限は株主平等の原則に違反するものではないと

判断いたしました。 

他方、米国以外の外国に居住する株主にはかかる行使制限は適用されませんが、外国居

住株主の皆様に対する適用法令上、本新株予約権の割当て、行使、売買について制約があ

る可能性がございますので、各外国居住株主の皆様においては、それぞれに適用される法

令の弁護士等にお問い合わせください。 

 

７．業績に与える影響 

現在のところ、本件をもって、平成 25 年 10 月 22 日付で発表いたしました平成 26 年３

月期の通期連結業績予想に変更はございません。今後本新株予約権の行使がなされ、調達

資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、速やかに開示

いたします。 
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８．潜在株式による希薄化情報等 

本日時点における当社の発行済株式数は 66,607,616 株、そのうち当社が保有する自己株

式数は 7,662 株であり、また、本新株予約権が全て行使された場合に発行される当社普通

株式数は 13,319,990 株です。従いまして、発行済株式総数に対する本新株予約権にかかる

潜在株式数の比率は 20.00％となります。本新株予約権は各株主様が保有する株式数に応じ

て割り当てられるため、割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主様につきまし

ては、当該株主様が有する株式価値の希薄化は生じないことになります。なお、本新株予

約権は東京証券取引所への上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場

合には、本新株予約権を市場で売却することにより当該希薄化により生じる不利益の全部

又は一部を補う機会が得られることが期待されます。但し、割り当てられた本新株予約権

の一部又は全部につき行使を行わなかった場合、さらに、東京証券取引所等で本新株予約

権の売却を行わなかった場合につきましては、当該株式価値について希薄化が生じる可能

性又は当該希薄化により生じる不利益の全部若しくは一部を補う機会を失う可能性があり

ますのでご注意ください。 

 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 26 年２月 21 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 66,607,616 株 100.00％

現時点における潜在株式数 0 株 0％

現時点における自己株式数 7,662 株 0.01％

本新株予約権に係る潜在株式数 13,319,990 株 20.00％

（注）本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行

される株式数は減少いたします。 

 

９．当社の上位株主及びその保有比率 

平成 25 年９月 30 日時点における本新株予約権の割当前の当社の上位株主及びその保有

比率につきましては、下記の通りとなっております。 

株主の氏名又は名称 保有比率 

小川 浩平 13.02%

大和証券投資信託委託株式会社 3.06%

松井証券株式会社 1.78%

日本証券金融株式会社  1.51%

ＧＭＯクリック証券株式会社 1.27%

浜崎 宅真 0.85%

株式会社北海道カイリック  0.75%
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株式会社バネット 0.51%

田村 都志雄 0.50%

楽天証券株式会社  0.48%

平成 25 年９月 30 日時点の株主名簿、平成 25 年 10 月 21 日付けＭＴキャピタル合同会社が

当社あて通知した第 12 回新株予約権に係る新規取得株式の処分完了通知書、平成 26 年 1

月 21 日付け大量保有報告書及び平成 26 年２月６日付け変更報告書に基づいて作成してお

ります。総発行株式数は平成 25 年 10 月の発行分を加算した現時点の 66,607,616 株を使用

して保有比率を算出しています。 

 

１０．上位株主による本新株予約権の行使又は売却等に関する意向について 

当社は、当社の役員かつ主要株主でもある小川浩平より、今回の新株予約権無償割当に

より同人に割当てられることとなる本新株予約権は、その全部について行使を行い、また

その行使によって取得した株式については中長期的に継続して保有する方針である旨の意

向を確認しております。かかる行使の結果につきましては、当社にて確認出来次第、適宜

開示をする予定です。 

なお、当社大株主のうち、当社の役員でもある小川浩平以外の株主については、本件に

関する届出及び開示行う前に、行使意向の確認のための打診を行うことが適切ではないと

考えられたため、意向の確認は行っておりません。 

 

１１．本新株予約権の買付けまたは行使を希望する株主並びに投資家の皆様へのご案内 

本新株予約権が割り当てられた各株主様におきましては、本新株予約権の行使による当社

株式の取得又は東京証券取引所等を通じた売却のいずれかの方法がございます。 

本新株予約権の行使は１個から可能であるため、単元未満株式を取得することとなる行使

（例えば 100 個の新株予約権を行使し、20 株の当社普通株式を取得して頂くこと）は可能

です。但し、行使を行った後の保有株式数が 100 株単位とならない場合、当該株式は単元

未満株式となり、議決権が制限されるほか、市場での取引も制限されますので、ご留意く

ださい。なお、単元未満株主は、当社に対し、会社法 192 条に基づいてその保有する単元

未満株式を買い取ることを請求し、または、当社定款の定めに基づき単元未満株主が有す

る単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求（以下「売

渡請求」といいます。）することができます（ただし、売渡請求については、当社に売り渡

すに足る自己株式がない場合は応じられない場合があります）。 

一方で、本新株予約権について、５の倍数とならない個数の権利行使をされた場合、１株

に満たない端数株式が生じることとなり、その端数株式は切り捨てられ、お支払頂いた行

使代金の一部を事実上放棄することになりますので、ご注意ください。  

 

１２．各株主様その他一般投資家における本件手続きの詳細 
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各株主様その他一般投資家における本件手続きの詳細につきましては、平成 26 年２月 21 

日公表の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）

に関するご説明（Q＆A）」（URL: http://www.agcap.jp/category/ir/rightsoffering/）を

ご参照ください。 

 

１３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(１) 近３年間の業績（連結）                    

回次 第102期 第103期 第104期 

決算年月 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

売上高（千円）            391,972 445,922 471,051 

営業利益（千円）  △421,442 △396,869 △299,132 

経常利益（千円） △11,461 △118,972 △34,283 

当期純利益（千円）    △30,354 △128,728 △37,861 

１株当たり当期純利益（円）  △0.08 △3.76 △1.03 

１株当たり配当額 （円） － － － 

１株当たり純資産（円） 3.60 32.31 33.81 

 

(２) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 （第三者割当による第11回新株予約権） 

発行期日 平成 24 年６月 27 日 

調達予定資金の額（調達額） 215,544,000 円  

割当先 三田証券株式会社 

募集時点における発行済株式数 

342,176,165 株 

（平成24年10月1日付で普通株式10株につき１株

の株式併合前の株式数） 

募集時点における潜在株式数 42,000,000 株 

現時点における転換状況 
行使済株式数 1,215,000 株 調達額 60,750,000

円。未行使新株予約権 597 個消却済。 

当初の資金使途 運転資金並びに借入金の返済 

支出予定時期 平成 24 年 6月～平成 24 年 12 月 

現時点における充当状況 全額を運転資金に充当 

 

（第三者割当による第12回新株予約権） 

発行期日 平成 25 年１月 28 日 
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調達予定資金の額（調達額） 917,095,500 円  

割当先 
ＭＴキャピタル匿名組合（営業者：ＭＴキャピタル

合同会社） 

募集時点における発行済株式数 

35,432,616 株 

（平成24年10月1日付で普通株式10株につき１株

の株式併合後の株式数） 

募集時点における潜在株式数 22,500,000 株 

現時点における転換状況 
行使済株式数 22,500,000 株 調達額 917,095,500

円。 

当初の資金使途 運転資金並びにＤＷ株式取得資金 

支出予定時期 平成 25 年１月～平成 26 年７月 

現時点における充当状況 
400 百万円を運転資金に充当 

150 百万円をＤＷ株式取得資金に充当 

 

(３) 近の株価の状況 

① 過去３年間の状況（期末） 

回次 第102期 第103期 第104期 

（連結） 

決算年月 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

始 値 120 180 60 

高 値 240 190 84 

安 値 70 50 30 

終 値 180 60 40 

※当社は、平成 24 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき１株の株式併合を行っておりま
す。上記株価については、株式併合の実施の前後で株価を連続的にとらえるために、併
合後の値に調整したものを表示しております。  
 

② 近６ヶ月の状況 

 平成25年９月 平成25年10月 平成25年11月 

始 値 39 76 158 

高 値 122 211 194 

安 値 38 56 120 

終 値 73 154 123 

 

 平成 25 年 12 月 平成 26 年１月 平成 26 年２月 

始 値 125 154 268 円 

高 値 165 373 377 円 



 
 

－22－ 
 

安 値 119 149 213 円 

終 値 154 284 289 円 

※平成 26 年２月の株価については、平成 26 年２月１日から平成 26 年２月 20 日までの期
間の株価を参照しております。 

 

③  発行決議日前営業日における株価 

 平成26年２月20日 

始 値 314 円

高 値 322 円

安 値 280 円

終 値 289 円

 

以上 

ご注意： 

本書（参考書面を含みます。）は、当社の第13回新株予約権の発行に関して一般に公表するため

の公表文であり、特定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新

株予約権の行使、売買又は失権に係る投資判断につきましては、本書及び平成26年２月21日提出

の有価証券届出書（その後の訂正を含みます。）（URL: http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）

を熟読された上で、株主様又は投資家様ご自身の責任において行う必要があることをご理解いた

だければと存じます。本書には、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、

予測、予想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、本

書の作成時点における当社の判断又は認識に基づいておりますが、将来における実際の業績等は、

様々な要因により、本書に記載された見通し等と大きく異なる可能性がございますので予めご了

承ください。 

なお、本書は、日本国外における証券の募集又は購入の勧誘ではありません。上記新株予約権の

発行については、日本国外における証券法その他の法令（1933年米国証券法を含みます。）に基

づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933

年米国証券法に基づく証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証

券の募集又は販売を行うことはできません。 
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【ご参考】 

第13回新株予約権発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 

アジアグロースキャピタル株式会社 第13回新株予約権（以下「本新株予約権」という） 

 

2. 本新株予約権の割当ての方法 

新株予約権無償割当ての方法により、平成26年３月４日（以下「株主確定日」という。）に

おける当社の 終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当

社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てる（以下「本新株

予約権無償割当て」という。）。 

 

3. 本新株予約権の総数 

株主確定日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社自己株式

数を控除した数とする。 

 

4. 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

平成26年３月５日 

 

5. 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権１個当たりの目的である株式の種類及び数は当社の普通株式0.2株とす

る。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権１個につき30円

とする。 

また、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株当たりの財産の価額

は、150円とする。 

(3) 本新株予約権の行使期間 

平成26年４月10日から平成26年５月２日までとする。 

(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ

るものとする。 
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② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額

は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

(5) 本新株予約権の譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。 

(8) 本新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取り決め  

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が

生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

6. 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75

号。その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。）第163条の定めに従い社債等振

替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条

第２項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予

約権の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則

に従う。 

 

7. 本新株予約権の行使請求受付場所 

東京都千代田区丸の内１－４－１ 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 

8. 本新株予約権の行使に際しての金銭の払込取扱場所 

三井住友信託銀行株式会社 芝営業部 

 

9. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関（当該本新株予約

権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機

関をいう。以下同じ）に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の

支払いを行う。 

(2) 直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤

回することができない。 
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10. 米国居住株主による本新株予約権の行使について  

米国居住株主は、本新株予約権を行使することができない。なお、「米国居住株主」とは、

1933年米国証券法（U.S. Securities Act of 1933）ルール800に定義する「U.S. holder」

を意味する。 

 

11. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

 

12. 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) 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は代表取締役

社長に一任する。 

 

以 上 

 


