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各 位 

会社名 株式会社ゲートウェイホールディングス

代表者名 代表取締役社長 三木 隆一 

（JASDAQ コード 7708） 

問い合わせ先 常務取締役 社長室長  深井 憲晃 

電話番号 03-5425-7421 

 

第三者割当により発行される新株式（金銭出資及びデット・エクイティ・スワップ） 

及び第 6 回新株予約権の発行、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関す

るお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 11 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当により発行される株式（金

銭出資及びデット・エクイティ・スワップ）及び第 6 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発

行することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。  

なお、新株式及び本新株予約権発行の決議は、大規模な希薄化を伴うものであることから、本件は平成 25 年

1 月 25 日開催予定の臨時株主総会の議案として付議し、既存株主の皆様に承認・可決されることを条件とい

たします。  

また、石山久男氏が当社に対して有する金銭債権元本 140,000,000 円のうち、108,455,000 円を現物出資（デ

ット・エクイティ・スワップ）の対象とし、借入金と現物出資額との差額 31,545,000 円及び借入金に付され

る利息 1,050,000 円は、引き続き返済義務が生じることとなります。なお、今回の第三者割当による新株式

及び新株予約権の発行に伴い、当社の主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が見込まれますので併せ

てお知らせいたします。 

記 

Ⅰ.第三者割当による新株式発行の募集及び第 6回新株予約権発行の内容 

1.概要 

（1）新株式発行の概要 

（1） 発行新株式数 普通株式 110,000 株 

（2） 発行価額 1 株につき 金 1,990 円  

（3） 発行価額の総額 218,900,000 円 

上記金額のうち、108,455,000 円は、現物出資（デット・エクイテ

ィ・スワップ）の払込方法によるものとします。 

（4） 資本組入額 109,450,000 円（1株につき 995 円） 
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（5） 募集又は割当方法 第三者割当方式 

（6） 割当予定先及び割当株式数 石山 久男 110,000 株 

（7） 申込期日 平成 25 年 1月 28 日（月曜日）  

（8） 払込期日 平成 25 年 1月 28 日（月曜日） 

（9） 現物出資財産の内容 

及び価額 

石山久男氏が当社に対して有する金銭債権元本 140,000,000 円のう

ち、108,455,000 円 

（10） その他 新株式の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、

及び平成 25 年 1 月 25 日開催予定の臨時株主総会における新株式発

行に関する議案の承認を条件としております。 

 

（2）第 6回新株予約権発行の概要 

（1） 発行日 平成 25 年 1月 28 日（月曜日） 

（2） 発行新株予約権数の総数 249 個 

（3） 発行価額  
本新株予約権 1 個当たり 8,100 円（総額 2,016,900 円 1 個当たり

500 株） 

（4） 
当該発行による潜在株式 

数 
124,500 株 

総額 249,771,900 円（差引手取概算額 234,922,650 円） 

（5） 

資金調達の額（新株予約権

の行使に際して出資され

る財産の価額） 
 

内訳 新株予約権発行による調達額 

新株予約権行使による調達額 

2,016,900 円 

247,755,000 円 

（6） 行使価額 1 株当たり 1,990 円 

（7） 行使期間 自 平成 25 年 1 月 29 日  至 平成 27 年 1月 28 日 

（8） 募集又は割当方法 第三者割当方式 

（9） 割当予定先 

Brillance Multi Strategy Fund

未来塾事業再生ファンド 

中馬啓介 

203 個 

28 個 

18 個 

（10） その他 

① 譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する

とされています。 

② 行使制限 

本新株予約権は、当社からの行使停止要請期間として割当日か

ら行使期間満了日の 1 ヶ月前までの間において行使停止要請を

行うことができます。 

③ その他 

前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生及

び平成 25 年 1 月 25 日開催予定の臨時株主総会における本新株

予約権発行に関する議案の承認を条件としております。 
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2．募集の目的及び理由  

（1）募集の経緯 

当社グループは、平成 24年 6 月期においては、メディア・コンテンツ事業(平成 22 年 6 月期まではセール

スプロモーション及び広告関連事業)、メーカー事業(平成 22 年 6 月期までは精密機器及び装置事業)及び

M&A・投資アドバイザリー事業(平成 22 年 6 月期までは投資育成事業)を営んでおりましたが、現状における

各セグメントの事業は、以下のとおりとなります。 

① メディア・コンテンツ事業 

当社は、平成 21 年 4 月に連結子会社ブランディング＆プロデューサーズ．株式会社(以下「B&P」)を新規

設立し、セールスプロモーション及び広告代理等を行なうメディア・コンテンツ事業に進出しましたが、当

社は平成 22 年 12 月に B&P との出資関係を解消しております。平成 23 年 6月期については、株式会社 Thanks 

Lab.及び株式会社 GW ソリューション（以下「GWS」）が当該セグメントに区分されております。株式会社 Thanks 

Lab.は映画・舞台・TV 等の制作、配給、宣伝などを行っており、GWS は、スマートフォンやタブレット型コ

ンピュータのソリューション営業からアプリケーション開発・運営をしておりましたが、平成 24 年 2 月に、

収益拡大を見込んでいた GWS と株式会社コズミックの業務提携解消及び株式会社 Thanks Lab.の全株式の譲

渡に伴い、メディア・コンテンツ事業は休止いたしました。なお、メディア・コンテンツ事業の平成 24年 6

月期における売上高は 141,909 千円、営業損失は 33,067 千円となっております。 

② メーカー事業 

当社は、平成 21 年 7 月より半導体・液晶業界や自動車関連産業に関する、レーザースクライバー事業を展

開しておりましたが、電子業界の低迷や自動車関連産業の生産調整による影響から、平成 23 年 2 月 17 日付

「業務提携基本契約合意解除及び太陽電池製造装置レーザースクライバー事業の撤退に関するお知らせ」 で

発表のとおり、当社、GWS 及び株式会社レイテックス間の業務提携基本契約を解除するとともに、レーザー

スクライバー事業からの撤退を決議いたしました。 

また、当社は、株式会社 SPC（以下「SPC」）を連結子会社化した平成 22 年 7 月から、自動車関連部品の

製造や液晶パネル等のガラス加工やエンジニアリング事業を行っておりますが、平成 24 年 3 月 15 日付「連

結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ」にて公表のとおり、SPC が財務上債務超過であることから、

SPC 自体での資金調達が非常に困難な状況にあるため、当社は SPC の財務体質を強化し、SPC が独自に金融機

関等より借入等の資金調達を行うために、当社の SPC に対する債権を放棄いたしました。当社が SPC に対す

る債権放棄を行うことにより、SPC は債務超過が解消されることになり、現状では、具体的に借入れを行う

までには至っておりませんが、金融機関との具体的な交渉ができるまでになりました。 

また、当社は、平成 23 年 2 月 3日付「当社子会社における新規事業への進出に関するお知らせ」にて、GWS

が電気通信機器賃貸借事業(以下「CAT 事業」)に進出することを発表し、当該事業の推進及び CAT 端末購入

に向けての資金調達に取り組んでまいりましたが、当社及び GWS において、当初予定していた資金調達の進

捗がずれ込んだため、当初予定していた平成 23 年 2 月下旬までに CAT 端末を購入することができませんで

した。また、CAT 端末が購入できなかったことに伴い、GWS は、平成 23 年 2 月下旬に予定していたアクワ

イアリングエージェント（注）との契約締結を予定通り行うことができず、結果として GWS の CAT 事業への

進出が遅延することとなりました。 

当該事業の進出遅延を受け、当社は、当該事業の進捗及び今後の見込につき再度精査し、GWS との協議を
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重ねた結果、CAT 事業に関する資金調達及びアクワイアリングエージェントとの契約締結が見込まれないと

判断し、平成 23 年 3 月 28 日付「当社子会社における新規事業への進出中止及び当社子会社の代表取締役

異動のお知らせ」にて発表のとおり、CAT 事業への進出中止を決議いたしました。 

なお、メーカー事業の平成24年 6月期における売上高は641,241千円、営業損失は3,585千円となりました。 

（注）アクワイアリングエージェント 

クレジットカードの加盟店開拓会社という意味であり、具体的にはクレジットカードの加盟店開拓や管理

等の業務を行う企業となります。 

③ M&A・投資アドバイザリー事業 

当社及び当社子会社である株式会社 GW インベストメント(以下「GWI」)は、平成 22 年 10 月の社名変更に

伴い、同社の事業計画を再検討した時点において、優れた技術やノウハウを持つベンチャービジネスへ資本

だけでなく、人材やノウハウなど、様々な経営資源を投資することで、各出資会社の収益性を高め企業価値

の増大を行うべく、推し進めることを予定しておりました。また、当社は単なる投資会社ではなく、各出資

会社のコラボレーションを図り、様々なビジネスマッチングにより相乗効果を創出すべく、案件発掘を行っ

ていくことを計画しておりました。 

また、当社は、平成 23年 6月期第 2 四半期において、経営上の判断から、出資会社であった B&P、株式会

社 PCI、株式会社 PCF 及び株式会社フォトニクス・オプトメディカルとの出資関係を解消し、経営資源の合

理化を図ってまいりました。しかしながら、GWI に関しては、当社グループの経営環境の悪化や、人的リソ

ースが限られている経営状態であったことにより、優良案件の発掘が困難な状況となりました。この結果を

受けて、平成 23 年 6 月期における、当社が出資した各関係会社における業績は、極めて厳しいものとなりま

した。なお、平成 23 年 6 月期における当社連結子会社の状況は、いずれも債務超過の状態に陥っております。

（株式会社 Thanks Lab. 83,125 千円、GWS163,489 千円、SPC 534,744 千円、GWI79,500 千円のいずれも債務

超過）また、平成 24 年 6 月期においては、売上高 2,850 千円、営業損失は 92,337 千円であり、現時点にお

いて M&A・投資アドバイザリー事業において、新規案件を発掘し、資本、人材及びノウハウを投資する経営

環境が整っていない状況にあります。 

 

(2) 当社グループの事業に関する分析 

当社グループは、各事業において安定収益の確保を目指し、推進してまいりました。しかしながら、各事

業において、当初の見込み通りの売上もしくは利益をあげることができず、当社の経営状態が悪化する結果

となっております。このような結果に対する当社の分析は以下のとおりであります。 

  

（各事業における状況、及び過去の新規事業進出についてのその後の経過について） 

当社は、①メディア・コンテンツ事業、②メーカー事業、③M&A・投資アドバイザリー事業と広範囲にわた

るセグメントにて事業を行っておりましたが、①メディア・コンテンツ事業は(1)①記載のとおり、GWS と株

式会社コズミックの業務提携解消及び株式会社 Thanks Lab.の全株式の譲渡に伴い、休止しております。②

メーカー事業については、レーザースクライバーに関しては、事業から撤退し、また、CAT 事業に関しては、

進出の中止を決議しております。なお、事業撤退もしくは進出中止により、当社が平成 22 年 4 月 23 日付取

締役会及び平成 22 年 5 月 28 日開催の臨時株主総会において決議した第三者割当増資において調達した資金

が、レーザーユニット（商品名: P3 レーザー532nm、支払先:株式会社レイテックス 東京都多摩市落合一丁
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目 33 番 3 号、代表取締役社長 髙村 淳、支払金額：73,500 千円）の商品代金として、もしくは外注費と

して外部に流出しましたが、売上及び利益にはつながっておりません。 

上記の外部流出の要因としては、上記のレーザーユニットを購入するに至ったものの、その後の事業化に

必要な設備を購入する資金の目途がつかず、本件事業の本格稼働が大幅に遅れてしまったこと、また、当社

の役員の退任により、経営体制が変更となり本件事業を推進するために、当該事業内容に関する知識、及び

経験を有していた取締役が不在となり、その後在籍していた取締役にて事業を推進しようと検討した結果、

当初の計画よりも更なる資金、時間が必要となったため、同事業の更なる進出を行ったとしても、当初の投

資資金の回収に相当な時間を要することが判明したため、同事業の進出を中止することといたしました。な

お、上記事業進出の中止に伴い、上記のレーザーユニットの返品をレイテックスに申し入れたものの、商品

代金として当社が支払った資金 73,500 千円については、レイテックス社の運転資金として既に拠出していた

ため、当社としては、返品によりレイテックスへの貸付金が残る結果となってしまいました。 

今後は、上記のような事象を再度発生させぬよう、(ⅰ)資金支出を行う場合には、資金使途決定時のみな

らず、資金支出時においても、今後の計画との整合性を取り、費用対効果を常に検証する(ⅱ)多額の資金を

支出する相手先については、反社会的勢力との関連に加え、財政状態等も与信調査の対象とし、レイテック

ス社の際に生じたような返品により貸付金が残るなどの資金流出とならぬよう、支払時に精査を行う（なお、

今般業務提携を行う株式会社リージェンシーツアーズについては、同社の財務諸表を受領し、財務の状況を

確認しております。）(ⅲ)当社の経営管理体制として、取締役の流動化を抑止することで経営体制の安定化

を図る(ⅳ)管理部門の増員を図ることによる内部管理体制の強化及び情報保存管理体制の強化を行う、(ⅴ)

上記（ⅰ）及び（ⅱ）を中心とする業務プロセス及び意思決定プロセスを体系化することに努めてまいりま

す。また、(ⅳ)については、これまでにも内部管理体制の強化及び情報保存管理体制の必要性を当社として

認識しておりましたが、具体的に改善を進める際には、コスト増加を伴うという理由から、具体的に改善策

を進めることができませんでした。今後につきましては、今般の資金使途のとおり、管理部門の増強をはか

ることで、体制強化に努めてまいります。 

また、③M&A・投資アドバイザリー事業においては、新規案件を発掘し、資本、人材及びノウハウを投資す

る経営環境が整っておらず、平成 24 年 6 月期では売上高 2,850 千円、営業損失は 92,337 千円という状況で

あり、未だ収益を計上する状況には至っておりません。 

上記のような状況の中、当社といたしましては、平成 24 年 11 月 30 日の取締役会において、平成 25 年 1

月 25 日開催臨時株主総会における第三者割当増資及び定款の一部変更の承認決議を前提として、旅行事業に

新規進出することについての取締役会決議を行いました。今後と致しましては、当社子会社として Sky 

Express Hawaii,Inc. （仮称）の設立により、事業基盤の確立及び収益の拡大による企業価値の向上に努め

てまいる所存であります。 

 

（3）募集の目的 

当社は、平成 23 年 6月期決算における純資産額は 65,981 千円の債務超過であり、平成 24年 6月末日まで

に債務超過を解消しない限り、上場廃止の事態となっておりました。 

その後、平成 24 年 6 月 29 日に発行致しました第三者割当増資により、平成 24年 6 月末日における純資産

額は、9,295 千円の資産超過となり、上場廃止は回避されました。一方で、平成 24 年 6月期における売上高

は、786,058 千円、当期純損失は 80,406 千円であり、また、平成 25 年 6月期第 1四半期において 50,841 千
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円の四半期純損失を計上した結果、39,305 千円の債務超過に陥っており、依然として事業基盤が確立してい

ない状況であります。 

また、依然として、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しており、加えて、事業の撤退

や進出の中止が相次いでおり、既存の事業基盤のみでは、収益を確保できない状況となっております。 

このような経営環境のなか、当社グループは、既存事業であるメーカー事業の収益拡大、M&A・投資アドバ

イザリー事業の確立、及び新規事業として旅行事業に対する進出を図ることによる新たな収益基盤の確立を

行うことで単月ベースでの損益の黒字化の達成をはかり、営業損失の解消を実現することで、事業基盤の確

立を図ってまいります。また、同時に、当面の運転資金の確保、及び既存の借入金の返済を行うことで、不

安定な財務体質の改善をはかり、当社グループの再構築を図ることを目的としております。 

なお、今般、新株式及び新株予約権の発行決議を行うことにより、新株式の発行による払込みが行われた

時点で、債務超過が改めて解消となる見込みであります。 

 

（4）今回のスキーム選択の理由 

当社は、上記のとおり極めて厳しい財政状態にあるため、資金調達の方法は限られたものになっております。間

接調達や直接調達を含めあらゆる手段での資金調達の方法を検討してまいりましたが、間接金融による資金調達に

ついては、平成 25 年 6 月期第 1 四半期末現在の純資産が 39,305 千円の債務超過に陥っていることに加え、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であることから、中長期の借入れは理解を得ることができず、ま

た、資金調達の目的が、事業への投資による事業基盤の確立であると同時に、有利子負債の圧縮による財務体

質の安定化であることから、直接金融による資金調達方法を主眼として検討を行っておりました。 

また、直接金融による資金調達を検討するにあたり、公募増資については、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であることから、十分な応募が期待できないことは明白であり、実現可能性が低いと判断いたしま

した。加えて、株主割当増資やライツイシューについても、前述の厳しい財務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であり、ここ数年配当が実施できていないことから実現可能性が低いと判断いたしました。 

その中で、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による及び有利子負債の圧縮による財務体質の安

定化、並びに金銭出資による今後の事業資金の確保を目的とすることから、第三者割当増資についての検討

を行ってまいりました。そこで、複数の候補先と検討を重ねるなかで、現在の当社にとって、有利子負債の

圧縮による財務体質の安定化が行えること及び当社グループが事業推進に注力できること、また、当社グル

ープが必要としている資金調達につき割当先からの理解が得られたことから、本スキームによる資金調達方

法を選択いたしました。 

また、割当予定先との協議の結果、金銭出資の一部を新株式の発行としておりますが、石山氏を除く割当

予定先からは、新株予約権の引き受けであれば応じることができる旨の回答を得た一方で、新株式による引

き受けの合意が得られなかったことから、割当ての方法を新株式及び新株予約権による発行とすることとし

ております。 

 

（5）本新株予約権の特徴 

本新株予約権の特徴は、次のとおりとなります。 

（ⅰ）行使停止要請条項 

本新株予約権には行使停止要請条項が規定されており、次の要領で、当社の意思決定により行使
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停止要請が可能です。 

①本新株予約権者に 10 取引日前までに書面で通知することにより、本新株予約権を行使するこ

とが出来ない期間を指定することができます。 

②行使停止要請可能な新株予約権は未行使の本新株予約権の全部又は一部に対して可能となり

ます。 

③行使停止要請可能な期間は割当日から行使期間満了日の 1ヶ月前までであり、この要件を満た

す限り行使停止要請期間に制限はありません。 

④行使停止要請の回数に制限はなく、かつ同時に複数の行使停止要請を行うことができます。 

⑤当社は、本新株予約権者に書面で通知することにより、行使停止要請期間の満了日前に行使停

止要請の解除が可能です。 

当該行使停止要請条項により、まとまった行使による急激な希薄化を防げることは既存株主様

への不利益を 小限に抑える効果があります。 

また、本新株予約権に比べ、より有利な資金調達方法及び有利な資金調達条件を提示して頂け

る新たな割当予定先との具体的な交渉が開始された場合には、この条項を発動することによっ

て、希薄化の程度を抑制することが可能となります。 

 

（ⅱ）取得条項（当社の要請による取得） 

本新株予約権には以下の取得条項が規定されており、次の要領で、当社の意思決定により残存す

る本新株予約権の全部又は一部の取得が可能です（当社の要請による取得）。 

①本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権の取得する日を定めたときは、本新

株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の２週間前までに行うことにより、取

得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で

取得することができます。 

発行価額相当額で取得が可能であることから、新株予約権価値の上昇による資金負担は生じず、

本新株予約権発行後においても、更に有利な調達方法の検討や柔軟な資本政策の策定が可能と

なります。なお、取得条項は、別の有利な資金調達が実行できた場合に、発動することを想定

しております。 

 

（ⅲ）取得請求（本新株予約権者の要請による取得） 

本新株予約権には以下の取得請求権が規定されており、次の要領で、新株予約権者の意思決定に

より残存する本新株予約権の全部又は一部の取得請求が可能です（本新株予約権者の要請による取

得）。 

①本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、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60取引日連続して行使価額の1,990円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 5取引日目の日において、本新株予約権１個あたり 8,100 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。 
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②ただし本新株予約権者からは、会社の危機的状況等不測の事態が生じない限り、残存する本新

株予約権の全部又は一部の取得請求を行わない旨の表明を受けております。 

 

（ⅳ）譲渡制限条項 

本新株予約権には以下の譲渡制限条項が規定されており、次の要領となっております。 

①本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとしております。 

②本新株予約権の買受契約により、割当予定先は本新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割

当予定先の本契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に承継されるものと

しております。 

 

3．調達する資金の額、使途及び支出予定時期  

（1）本新株式（一部デット・エクイティ・スワップ）発行による調達 

調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 調達する資金の総額  110,445,000 円 

（内訳） デット・エクイティ・スワップによる払込額 － 

 金銭による払込額  110,445,000 円 

② 発行諸費用の概算額  5,900,000 円 

（内訳） 新株式の公正価値算定費用  500,000 円 

 有価証券届出書等開示資料作成費用  1,250,000 円 

 反社会的勢力との関連性調査費用  2,000,000 円 

 登記にかかる司法書士報酬  130,000 円 

 資本金の増加にかかる登録免許税  770,000 円 

 弁護士報酬  1,250,000 円 

③ 差引手取概算額  104,545,000 円 

（注）１. 本第三者割当増資発行価額のうち、108,455,000 円は現物出資(デット･エクイティ･スワップ)

であり、金銭として払い込まれる予定の金銭は 110,445,000 円であります。 

２．発行諸費用の主なものは、新株式に係る公正価値算定費用（東京フィナンシャル・アドバイザ

ーズ株式会社、東京都千代田区永田町、代表取締役 能勢元）として 500,000 円、有価証券届

出書等及び開示資料にかかる作成及び作成された書類が金融商品取引法及び関連諸法令に準拠

しているかどうかのレビュー支援業務の費用（株式会社ビッグヒット、東京都千代田区平河町、

代表取締役 星野智之）として 1,250,000 円、反社会的勢力との関連性調査費用（株式会社セ

キュリティ＆リサーチ、東京都千代田区九段南、代表取締役 羽田 寿次、株式会社 JP リサー

チ＆コンサルティング、東京都港区虎ノ門、代表取締役 古野 啓介）として 2,000,000 円、資

本金の増加にかかる登録免許税として 770,000 円、登記にかかる司法書士報酬として 130,000

円、弁護士報酬として 1,250,000 円であります。 

３．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。 

４．今回現物出資のもととなる金銭債権は、平成 24 年 1 月 16 日、及び平成 24 年 1 月 17 日に、当社

と Vana H 株式会社との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入債務を、平成 24 年７月 25
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日に石山久男氏に対して債権譲渡契約を締結したものの一部であります。尚、現物出資による

本新株式の割当先である石山久男氏からの借入金 140,000,000 円に付される利息 1,050,000 円

及び借入金と現物出資額との差額 31,545,000 円に関しては、現物出資されないため、引き続き

返済義務が残存いたします。併せて今回の遅延損害金の発生の規定はありませんが、発生しな

い旨の連絡を受けております。また、今般の資金調達総額より、当社筆頭株主であった投資事

業有限責任組合 PIPEｓファンド GK1 号の無限責任組合員であるゲートキーパー株式会社代表取

締役原敏郎に関連した取引額相当の金額を控除し、その他各割当先の持ち株比率及び希薄化率

の調整を行った結果、現物出資の対象とする金額を、金銭債権元本 140,000,000 円のうち、

108,455,000 円としております。 

また、現物出資の対象となる財産については、会社法の規定により原則として検査役の検査（会

社法第 207 条第１項）若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査（同条第９項第４

号）が義務付けられていますが、現物出資の対象となる財産が増資を行う会社に対する金銭債

権である場合（いわゆるデット・エクイティ・スワップである場合）については、会計帳簿に

よりその実在性が確認できるとともに、帳簿残高の範囲内であれば資本充実に支障がないこと

から、検査役検査又は専門家による調査の必要がないこととされています（同条第９項第５号）。

ただし、同条第９項第５号が適用される金銭債権については、弁済期が到来しているものに限

られます。よって、本第三者割当増資の対象債権 140,000,000 円につきましては、検査役検査

又は専門家による調査の必要の検査を不要とすることを目的とするため、当社が期限の利益を

放棄することと致します。なお、借入金の資金使途は、運転資金及び過去の借入金の返済資金

になります。また、運転資金には、過去における経費の未払い分 27,779 千円を含んでおります。 

 

<借入金の明細> 

借入先 借入日 返済期日 
元利金額 

（残額） 
利率 

Vana H 株式会社 

（債権譲渡先：石山 久男）

平成 24 年１月 17 日 

（債権譲渡日平成 24 年７月 25 日）

平成 25 年 

３月 29 日 
140,000,000円 年利 3％

 

<借入金の使途> 

資金使途 支出金額(円) 支出時期 

借入金の返済 88,925,786
平成 24 年 1月～ 

平成 24 年 3月 

運転資金 23,074,912
平成 24 年 1月～ 

平成 24 年 3月 

過去における経費の支払 27,999,302
平成 24 年 1月～ 

平成 24 年 3月 

合計 140,000,000  

 

（2 ）本新株式予約権発行による調達 
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調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 調達する資金の総額  249,771,900 円 

（内訳） 新株予約権の発行による払込額 2,016,900 円 

 新株予約権の行使による払込額  247,755,000 円 

② 発行諸費用の概算額  14,849,250 円 

（内訳） 新株式の公正価値算定費用  1,500,000 円 

 有価証券届出書等開示資料作成費用  1,250,000 円 

 反社会的勢力との関連性調査費用  1,000,000 円 

 ファイナンシャル・アドバイザリー費用  10,099,250 円 

 登記費用  1,000,000 円 

③ 差引手取概算額  234,922,650 円 

（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額（2,016,900 円）に新株予約権の行使に際し

て払い込むべき金額の合計額（247,755,000 円）を合算した金額であります。 

２．発行諸費用の概算額には、新株予約権の公正価値算定費用（東京フィナンシャル・アドバイ

ザーズ株式会社）1,500,000 円、有価証券届出書等開示資料作成費用（株式会社ビッグヒット）

1,250,000 円、反社会的勢力との関連性調査費用 1,000,000 円（株式会社セキュリティ＆リサ

ーチ）、ファイナンシャル・アドバイザリー費用（株式会社ビッグヒット） 大 10,099,250

円、登記費用 1,000,000 円が含まれております。また、消費税等は含まれておりません。 

３．割当予定先である Brillance Multi Strategy Fund の本新株予約権の行使に比例し、割当予

定先の当該行使額の 5%を株式会社ビッグヒットに対するファイナンシャル・アドバイザリー

費用として支払うこととなっております。従って、 Brillance Multi Strategy Fund に対す

る割当予定額が 201,985,000 円であることから、当該金額の 5％にあたる 10,099,250 円を上

限として、ファイナンシャル・アドバイザリー費用が発生致します。なお、ファイナンシャ

ル・アドバイザリー費用の料率を 5%となった理由につきましては、株式会社ビッグヒットと

の協議によるものであり、株式会社ビッグヒットとの交渉において、 終的に 5%以下での契

約締結は難しいこととなったことから、当社と致しましては、当該条件で検討を行った結果、

ファイナンシャル・アドバイザリー費用は 5％となりました。なお、当社としては、ファイナ

ンシャル・アドバイザリー費用が発生することも考慮した上で、Brillance Multi Strategy 

Fund を割当予定先とすることが当社として合理的であるとの考えに至っております。 

４．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、上記払込金額の総額、発行諸費

用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。 

５．登記費用につきましては、新株予約権の権利行使のタイミング、回数等の理由により、変動

する可能性がございます。 
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（3）調達する資金の具体的な使途 

 
 資金使途 支出金額(円) 支出時期 

運転資金（注）１ 91,917,000
平成 25 年 1月～ 

平成 25 年 9月 

新株式 

管理部門の増強費用（注）

２ 
12,628,000 平成 25 年 1月 

旅行事業企業の新規事業資

金（注）３ 
158,722,650

平成 25 年 1月～ 

平成 25 年 11 月 

新株予約権 

（注）５ 

株式会社 SPC の設備投資資

金（注）４ 
76,200,000 平成 25 年 1月以降 

合計 339,467,650  

  

  

    

 

 

 

 

 

（注）１．平成 25 年 6 月期の当社グループにおける運転資金として、毎月およそ 40,030 千円の運転資金

（買掛金支払 19,400 千円、人件費 11,900 千円、顧問料 1,860 千円、家賃 700 千円、上場維持

関連費用及び株式事務費用 1,800 千円、その他諸経費等 4,370 千円）が必要となり、そのうち

約 10,213 千円の運転資金が不足することを想定しております。また、今後の資金繰りを考慮し

た結果、平成 25 年 1 月以降の運転資金がショートする可能性があるため、今後も当社事業の存

続が可能となるよう、平成 25 年 1 月から平成 25 年 9 月までの運転資金に対する支払として、

新株式の調達による資金 91,917 千円を充当することにより、運転資金を確保し資金繰りの安定

化を行います。また、事業収益として当社子会社である GWI による M&A の仲介報酬、及び過去

に GWI において複数の新規事業のための調査費用として貸し付けた貸付金について、当社とし

ては回収可能性があるものと考えているため、回収による入金を見込んでおりましたが、M&A

の仲介報酬による入金については、本開示日現在、収益計上の具体的な目途が立っておりませ

ん。その要因と致しましては、複数案件の企業間による M&A の仲介（顧客企業との秘密保持契

約を締結しているため、具体的な案件の内容については、差し控えさせて頂きます）を進めて

いるものの、当社は限られた人員で当該業務を行っているなどの理由から、未だ具体的な成約

に至っていないためであります。具体的には、平成 25 年 6 月期における M&A の仲介が成約した

際に受領することのできる報酬による売上は、73,860 千円を予定しておりますが、現時点にお

いて、未だ収益に結びついていないのが現状です。なお、平成 24 年 6 月 13 日に開示致しまし

た「第三者割当により発行される新株式発行（金銭出資及びデット・エクイティ・スワップ）

及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載致しました平成 25 年 6月期の運転資金の必要額

が増加しておりますが、その要因として、弁護士報酬、業務委託費用等の管理費用が増加した

ためです。 

２．当社の管理部門は極めて少人数で調整しており、現状として、円滑な組織運営がなされていな

い状況であります。平成 24 年 6月期における内部統制の状況は、重要な不備が存在しておりま

す。その要因として、当社及び連結子会社において、経理担当者を始めとした管理部門の人材

不足から、当該是正措置の推進が困難な状況であると考えております。今後、当社及び連結子
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会社の管理部門に対し、是正措置に必要な資本投下を行なうことができる体制の確立を行うた

め、当社及び当社子会社における管理部門の人員2～3名の増員を図ることを予定しております。 

３．平成 25年 1 月 25 日の臨時株主総会による第三者割当増資及び定款の一部変更の承認決議を前

提として、当社グループは新規事業として旅行事業へ進出することとし、新たに子会社の設立

を予定しております。 

当社は、ハワイを中心とするオプショナルツアーにおいて事業を営む、株式会社リージェンシ

ーツアーズ（以下「リージェンシーツアーズ」）(東京都新宿区高田馬場 代表取締役 岡田 厚)

との業務提携契約を平成 24 年 11 月 30 日に締結致しました。今後、リージェンシーツアーズが

販売するオプショナルツアーに対する、現地のホテル、イベント企業、交通機関、物産店等の

手配業務は、当社グループにて行うほか、弊社の代表取締役社長である三木の長年に渡る旅行

業界の経験を活かし、リージェンシーツアーズに対する販路の紹介を行うことにより、当社売

上の拡大を図ってまいります。また、上記の手配業務を、当社が設立いたします Sky Express 

Hawaii,Inc.（仮称）において行うことを予定しております。また、旅行の手配業務につきまし

ては、販売先からの入金サイトが月末締めの翌月末払いが通例となりますが、一方で、手配先

の業者は小規模の企業または個人が多く、前金による支払いを行うことが必要となります。よ

って、今回のファイナンスにおける資金を当該事業の事業資金及び運転資金に充てることを予

定しております。新会社の設立にかかる費用と致しましては、ホテル等の施設等に対する営業

保証金として 11,000 千円、什器備品及び営業車輛等の固定資産の購入として 20,000 千円及び

新会社のオフィスの敷金として 7,000 千円の合計 38,000 千円、事業が軌道にのるまでの 3ヶ月

分の運転資金として8,720千円及びその他事業資金として112,002千円の合計158,722千円を、

当該事業の事業資金として充てることを予定しております。なお、その他事業資金 112,002 千

円は、業務拡大時における仕入資金の準備金ですので、支払予定先は、現地のイベント会社、

バス会社等の交通機関、ホテル等となります。なお、新株予約権の行使に基づくため、入金時

期が明確ではなく、これにともない支払可能時期も明確にできないため、入金時の資金繰りに

応じて、支払先を決定してまいります。また、当該事業資金を新株予約権による調達資金にて

充てる理由としましては、新株式の発行に伴う資金については、割当時に一括して資金の入金

がなされることから、当社の企業存続のために必要な当面の運転資金に充てることを考えてお

り、その後、新株予約権の権利行使による入金に応じて、当該事業を推進していくことが、当

社の財務状況を安定化させるためには重要であると考えているためであります。 

また、旅行事業につきましては、新株予約権の権利行使による調達額が 70,000 千円となること

を目途に、事業を本格化させることを想定しております。その理由と致しましては、旅行事業の

進出後、万が一新株予約権の権利行使が円滑に進まなかった場合には、運転資金の不足から、事

業の進捗に影響を及ぼし、売上計上までの期間が、現時点で想定している期間以上に長期間に及

ぶことで、更なるコストが発生し、旅行事業が頓挫する可能性を抑止するためであります。なお、

新株予約権の権利行使による調達額が、今期末である平成 25 年 6月末を目途として、70,000 千

円に満たなかった場合につきましては、新会社の設立にかかる費用について、一部のコストを削

減し、当初の想定よりも小規模にて事業を開始する見込みであります。なお、事業開始の時期、

及びその内容については、目途が立ち次第、改めて開示致します。 
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また、これまでの当社の新規事業が頓挫した一因として、新規事業を推進する当社の担当取締役

が、事情により退任することとなったため、新規事業進出が困難となった経緯があります。本旅

行事業については、当社代表取締役の三木隆一、並びに取締役の岡田厚が、旅行業界に関し、長

年の経験、人脈を有しておりますが、何らかの理由により両氏の当社への事業関与が困難となっ

た場合、新規事業の進出に甚大な影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、当社が、現在

想定している旅行事業の手配業務ビジネスが、基本的に属人的な業務ではなく、早期に業務の平

準化が可能であると考えているため、事業立ち上げ後、早期に業務の平準化を目指し、万が一、

これまでと同様に現任の担当取締役が、不在となった場合においても、事業が円滑に進捗するよ

う、準備を進めてまいります。 

当初、旅行事業の売上先として、リージェンシーツアーズ 1社のみに対する売上となることを想

定しております。Sky Express Hawaii,Inc.（仮称）の事業が軌道に乗ってからは、リージェン

シーツアーズ以外のオプショナルツアーを主催する企業にも営業活動を行ってまいりますが、当

面は、株式会社リージェンシーツアーズに対する売上が偏重することとなるため、リージェンシ

ーツアーズの事業の状況に Sky Express Hawaii,Inc.（仮称）の売上高が委ねられる可能性があ

るほか、リージェンシーツアーズとの業務提携契約が何らかの理由により破棄された場合、Sky 

Express Hawaii,Inc.（仮称）の事業立ち上げに大きな影響を及ぼす可能性があります。また、

現地手配業務は US ドル建ての決済取引となるため、為替の影響により、新会社設立費用及び手

配業務のコスト増となり、損益に影響を及ぼす可能性があります。 

４．自動車関連部品や液晶パネル等における精密部品のプレス、製品に関する金型設計から生産、

管理、を行う当社子会社の株式会社 SPCは、平成 24年 6月期における売上高は 641,298 千円と、

前期を上回っているものの、営業損失 3,585 千円を計上しております。また、現状における当

該事業の原価率が高いため、新規販路の拡大を行うことによる売上高の向上が、営業利益の確

保に寄与しづらい状況であります。また、現在当社が保有しており、主力で稼働中しているプ

レス機器の一部が老朽化しております。そこで、今般新たに新型の機械を含む設備投資を行う

ことで、作業スピードの向上、及び操業中の立会いを不要とすることにより省力化による利益

率の向上を図るとともに、現在保有する 110 トンまでのプレス加工機と比較し、大規模な 200

トンまでのプレス加工を可能とする設備を導入することにより、従来は顧客からの依頼があり

ながらも、SPC では受注することができなかった、110 トン以上の大規模なプレス加工も受注で

きるようになることから、受注高の向上を図ってまいります。なお、当初は、主に既存顧客か

らの自動車関連部品の受注獲得を予定しております。また、当該資金は、資金調達後、当社が、

SPC に貸し付けることで、当該設備の購入を考えており、SPC から当社への当該資金の返済時期

については、今後の設備投資による SPC の収益増加を考慮して決定することと致します。また、

新株予約権の割当予定先の行使の方針によると相当程度の日数が必要になります。 

５．本新株予約権においては、当社の意向により、本新株予約権の割当日以降、2 週間前までに事

前通知を行うことにより、いつでも、その保有する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約

権の発行価額相当額で取得する権利を有しております。 

 

4．調達する資金使途の合理性に関する考え方 
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今回の新株式及び新株予約権の発行は、資本を増強し、運転資金の確保により事業の安定化を図り、かつ

当社における今後の事業基盤の確立を目的とするものとしており、その資金使途は合理的であると判断して

おります。なお、当該資本増強を行わなかった場合、当社における事業基盤が確立できないままであり、継

続して赤字が継続する可能性が高く、当社事業に関する影響が更に悪化するほか、既存株主に対しても株主

価値の毀損となると考えております。 

また、今回の本新株式発行による調達資金は、運転資金及び管理体制の構築に関する費用に充当される予

定であり、新株予約権の発行による調達資金は、当該旅行事業の進出及び既存事業の設備資金に充当する予

定であります。運転資金は、当社事業の継続に必要なものであると考えており、また管理体制の構築は、内

部統制に重要な欠陥が生じている当社の状況を改善するためにも必要不可欠であると考えております。 

加えて、当社の現在の各事業が非常に厳しい状況であることを鑑みると、旅行事業への進出及び既存事業

の設備投資は、当社の今後の事業基盤の確立には必要不可欠なものであると考えており、また事業基盤の確

立を推進することが、既存株主に対する株主価値の向上につながると考えていることから、調達する資金使

途は合理的であるものと考えております。 

 

5．発行条件等の合理性 

（1）発行条件が合理的であると判断した根拠 

 ①新株式 

本新株式の発行価額は、本新株式発行に関する取締役会決議日の直前営業日（平成 24 年 11 月 29 日）の大

阪証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値2,210円の10％ディスカウントした金額である1,990

円といたしました。なお、ディスカウント率を 10％とした理由としましては、当社と各割当予定先との行使

価額における交渉の経緯として、平成 24 年 11 月 14 日に開示致しました「平成 25 年 6 月期第 1 四半期決算

短信[日本基準]（連結）」における当社の業績を織り込んだ株価である平成 24 年 11 月 15 日以降の株価であ

る 2,500 円から 2,130 円までの株価推移を前提として、 終的に行使価額の交渉を行いましたが、当社の現

状として、収益基盤が確立しておらず、また当期における業績予想も当期純損失を見込んでいるほか、当社

の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在していることなどの理由から、ディス

カウントによる発行を要請されたものであります。なお、当社としては、限られた資金の出し手と交渉を行

いながら、何らかの資金調達手段を確保しなければ、今後の事業展開は更に厳しいものとなるため、そのよ

うな状況を踏まえ、行使価額についても割当予定先のディスカウントに対する要望を受け入れた結果による

ものとなります、新株式の発行価額公正価値の算定については、第三者機関（東京フィナンシャル・アドバ

イザーズ株式会社、東京都千代田区永田町 相互永田町ビルディング 2 階、代表取締役 能勢元）に算定を依

頼した上で決定しております。なお、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社の代表取締役である能

勢元氏には、平成 23 年 6 月 28 日「内部調査委員会及び第三者調査委員会設置のお知らせ」にて公表致しま

した、内部調査委員として依頼した経緯があることから、今回の東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式

会社に依頼にすることにあたり、第三者機関としての独立性について、社内にて検討致しましたところ、同

社と当社及び各割当予定先との間に、資本的関係及び人的関係な関係はなく、また当社が、平成 23 年 6 月

28 日に依頼致しました内部調査委員会の委員につきましても、独立した第三者としての見地により依頼して

いるものであることから、当該算定機関は、独立した第三者機関であると判断しております。 

なお、当該算定機関による公正価値の算定は、市場株価法（算定機関:平成 24 年 11 月 29 日を算定基準日
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とし、算定基準日の終値、算定基準日までの直近 1 ヶ月間、3 ヶ月間、6 ヶ月間、12 ヶ月間の終値平均値）

による算定の結果、当社 1株あたりの株式を 1,911 円～2,545 円と算定しております。 

また、発行価額を取締役会決議日の前営業日の終値を基準として算定しましたのは、平成 24年 11 月 14 日

に開示致しました「平成 25 年 6月期第 1四半期 決算短信[日本基準]（連結）」による影響を織り込んだ直前

日の株価が、当社の現状の企業価値を反映していると判断したことによります。 

なお、参考までに、株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場における平成24年 5月の終値平均は2,243.67円、

6月の終値平均は 2,694.48 円、7月の終値平均は 3,190.05 円、8月の終値平均は 2,866.74 円、9月の終値平

均は 2,744.00 円、10 月の終値平均は 2,267.64 円であります。 

なお、発行価額1,990円は本ファイナンスに係る取締役会決議直前営業日の前日までの 近1か月平均

2,257.45円に対しては11.85％のディスカウント、前日までの 近3か月平均2,425.05円に対しては、17.94％

のディスカウント、前日までの 近6か月平均2,664.88円に対しては25.32％のディスカウントであります。 

なお、発行価額と直近 1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の終値平均値との乖離幅が大きいものの、当社は、「平

成 25 年 6 月期第 1四半期 決算短信」のとおり、平成 25 年 6月期第 1四半期末において債務超過に陥ってい

る状況であることから、当社の現状の財務状況が、株価への影響を織り込んだ直前日の株価が当社の現状の

企業価値を反映していると判断しております。また、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｣に準拠しており、公正価値の算定結果の水準の範囲であることから、合理的な価額であると認識しており、

当社は、当該発行価額は合理的で有利発行には当たらないと判断しております。また、当社監査役会 3 名全

員（社外監査役 2 名）から、それ発行価額自体が、特に割当予定先に有利な価額ではなく、本株式の発行は

有利発行には該当せず適法である旨の意見を頂いております。 

 

② 新株予約権 

本新株予約権の発行価格の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議

に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ）、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買受契約に定められた諸条件を考慮し、ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モデルの一つであるモンテカルロ・シミュレー

ションによる算定方法を採用しました。なお、新株予約権の発行価格の公正価値の算定には、他社上場企業

の第三者割当増資における公正価値の算定実績をもとに選定した第三者機関（東京フィナンシャル・アドバ

イザーズ株式会社、東京都千代田区永田町 代表取締役 能勢 元）の算定の結果である 8,046.55 円を踏まえ、

割当予定先と協議の結果、8,100 円と致しました。 

第三者機関による算定の結果として、基準となる当社株価 2,210 円（平成 24 年 11 月 29 日の終値）、権利

行使価額 1,990 円、ボラティリティ 78.01％（平成 22 年 10 月から平成 24 年 10 月の月次株価を利用し年率

換算して算出）、権利行使期間 2年、リスクフリーレート 0.099％（評価基準日における 2年物国債レート）、

配当率 0.00％、当社による取得条項、新株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信

用リスク等を参考に公正価値評価を実施し、本新株予約権 1個につき 8,046.55 円との結果を得ております。 

なお、割当先の権利行使については、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の結果、行使期間 終

日（1年後または取得条項発動 14 日後）に時価が行使価額以上である場合に本新株予約権の全てを行使する

ものと仮定しております。 

当社株価が一定程度上昇する時には、仮に取得条項がないとすると、既存で発行している新株予約権に加
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え、有利な代替資金調達方法を採用することによって、更なる希薄化を招くことになり、既存株主の権利を

毀損することになることから、新たな資金調達の選択肢が限られることとなります。一方、当社がより有利

な代替的な資金調達手法を確保することは、既存株主の保護につながることから、今回の査定において取得

条項とその発動タイミングを勘案し公正価値を評価していることは、より有利な代替資金調達手法を確保す

ることという既存株主の保護の観点を加味しており合理性と妥当性があると判断しております。具体的には、

代替資金調達コストは 58.34％（修正 CAPM により算定した株主資本コスト 4.66％に当社の想定格付けから推

定した信用コスト分 53.68％を加えた数値）としており、取得条項を発動する株価水準は、行使価額 1,990

円に代替資金調達コスト分 1,160 円を加えた 3,150 円としております。これは、株価が当該価額を超えた場

合、本新株予約権による資金調達よりも代替の資金調達の方が、調達コストが安価となり、企業が株主価値

の 大化のため取得条項を発動することが合理的と考えられるためです。なお取得条項を発動する場合、発

行金額と同額での本新株予約権の取得が可能としております。 

また、自社が現時点において想定しているコール発動水準（コール発動水準について、当社は他の資金調

達方法があることを前提として、株価が行使価額を継続して上回っているにも関わらず権利行使が行われな

いなどの場合に発動することを想定しております。)と異なる水準、つまり株価が 3,150 円となるとコールが

発動されるという前提に基づいて新株予約権の公正価値査定が実施されている点については、実際に想定さ

れている発動水準は将来的に固定されたものではなく将来的にコール発動水準が変動する可能性があること、

発行体が想定する発動水準により公正価値が変動することは理論的な公正価値を算出するという趣旨にそぐ

わないものであることから、自社が現時点において想定しているコール発動水準と異なるコール発動水準を

採用している点について合理的と判断しております。 

なお、取得条項があることは、割当先にとっては、株価上昇に伴い新株予約権の価値が上昇しているにも

関わらず発行体の任意による新株予約権の取得及びその消却が行われると、投資的・経済的な観点からはデ

メリットといえます。よって、取得条項があることは本新株予約権の価値を減価する要因の一つとなります。

当社は、取得条項がない場合についてもこれまでの検討段階において価格算定の概算を行っており、取得条

項がある場合と比べ本新株予約権の価値が高く評価されることを確認しております。割当決議日前営業日の

終値を基準として概算したところでは、取得条項がない場合は、取得条項がある場合と比べ本新株予約権の

1個当たりの価値が 118,241.95 円程度高く評価されております。 

また、本新株予約権の発行価額の算定方法について、取締役会決議日の前営業日の終値を基準として算定

しましたのは、当社の現状による株価への影響を織り込んだ直前日の株価が、当社の現状の企業価値を反映

していると判断したことによります。 

算定に際しては、株式の流動性については、全量行使で取得した株式を 1営業日あたり 17 株（ 近 1年間

の日次売買高の中央値である 163 株の 10％）ずつ売却できる前提を置いております。日次売買高の 10%とい

う数値につきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の 25％ルール（自己株式の買付けに

伴う相場操縦等により市場の公正性・健全性が損なわれないよう、取引高を売買高の 25%を上限とする規制）

を参照し、市場環境への影響を鑑みて取引上限高である 25%のうち平均してその 40%～50%程度の自己株式の

取引が市場でなされると想定し、その水準の取引高は市場価格への影響が軽微であること、また新株予約権

の評価を行う一般的な算定機関において通常利用している数値でもあることから日次売買高の 10%という数

値を採用したことは妥当であると考えております。なお、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例

に関する内閣府令により 25％から 100％と変更されておりますが、有価証券の取引等の規制に関する内閣府
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の趣旨は、「市場の公正性・健全性が損なわれないよう万全の措置が必要」というところにあり、時限延長さ

れたにすぎない条項の数値を主に勘案することは査定結果の統一性に影響を与えることにもなるので好まし

くはないとも考えられることから、条項の数値の違いによって算定における流動性の仮定に影響するもので

はないと判断いたしました。 

行使価額については、平成 24 年 11 月 29 日（本ファイナンスに係る取締役会決議日の前営業日）の終値

2,210 円から、割当予定先との協議の上、10％ディスカウントの 1,990 円といたしました。 

本新株予約権の発行価額の算定方法について、取締役会決議日の前営業日の終値を基準として算定しまし

たのは、当社の現状、特に平成 24 年 11 月 14 日に開示致しました「平成 25 年 6 月期第 1四半期決算短信[日

本基準]（連結）」における当社の業績を株価への影響を織り込んだ取締役会決議日の前営業日の終値が、当

社の現状の企業価値を反映していると判断いたしました。 

行使価額のディスカウント率を 10％とした経緯と致しましては、当社と割当予定先との行使価額における

交渉の経緯として、平成 24年 11 月 14 日に開示致しました「平成 25年 6 月期第 1四半期決算短信[日本基準]

（連結）」における当社の業績を織り込んだ株価である平成 24 年 11 月 15 日以降の株価である 2,500 円から

2,130 円までの株価推移を前提として、 終的に行使価額の交渉を行いましたが、割当予定先と協議を続け

た結果、既存株主への株式の希薄化、行使価額の影響度を慎重に検討しつつも、当社としては、限られた資

金の出し手と交渉を行いながら、何らかの資金調達手段を確保しなければ、今後の事業展開として、既存事

業の継続、及び新規事業の進出を行うことは難しく、また、事業基盤の確立、及び収益基盤の改善を行うに

は非常に困難なものとなるため、そのような状況を踏まえ、行使価額についても各割当予定先のディスカウ

ントに対する要望を受け入れた結果によるものとなります。 

なお、行使価額1,990円は本ファイナンスに係る取締役会決議直前営業日の前日までの 近1か月平均

2,257.45円に対しては11.85％のディスカウント、前日までの 近3か月平均2,425.05円に対しては、17.94％

のディスカウント、前日までの 近6か月平均2,664.88円に対しては25.32％のディスカウントであります。 

 

上記算定根拠より算出された本新株予約権１個につき 8,100 円の価額は、本新株予約権の諸条件、本新株

予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価の推移、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締

結する予定の総額買受契約に定められた諸条件を考慮すべきとの考えを前提にしている当社の考えから、時

価相当であると判断しております。 

ついては、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普

通株式の株価変動性（ボラティリティ）、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

総額買受契約に定められた諸条件を考慮し、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が行った、スト

ック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モデルの一つであるモンテ

カルロ・シミュレーションによる算定結果が合理的であると当社は判断しております。 

また、当該算定結果を受け、割当予定先との交渉を行った結果、これを了承頂き、本新株予約権の 1 個当

たりの払込金額を 8,100 円としております。当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社との取引関係

のない独立した専門会社である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社を起用して取得した算定評価

に基づき、本新株予約権の発行価格が算定された本新株予約権の公正価値評価額を上回る金額として決定さ

れていることから、本新株予約権の発行は有利発行に該当しないと判断をしております。 

また、本件第三者割当による新株予約権の発行価格につきましては、当社監査役会 3 名全員（社外監査役
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2 名）から、それ自体特に割当予定先に有利な価額ではなく、本新株予約権の発行は有利発行には該当せず

適法である旨の意見をいただいております。 

当社監査役会が適法であるという判断に到った理由として、当社監査役会は、有利発行が問題となった、

公刊物に掲載された事例の分析することを通じて本新株予約権の有利発行該当性の判断の視点を定めること

とし、いずれの事例でも、発行時点における新株予約権の公正な価値と取締役会において決定された新株予

約権の発行価額とを比較し、後者が前者を大きく下回るときは、原則として、有利発行に該当すると判断さ

れ、且つ、この場合における「新株予約権の公正な価値」が、過去の事例により、現在の株価（2,210 円）、

権利行使価額（1,990 円）、ボラティリティ（78.01%）、行使期間 2年、リスクフリーレート（0.099%）、配当

率（0.00%）等の要素をもとにオプション評価理論に基づき算出された新株予約権の発行時点における価額（オ

プション価額）をいうとされていることに鑑み、当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社との取引

関係のない独立した専門会社である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社を起用して取得した算定

評価に基づき、本新株予約権の発行価額が算定された本新株予約権の公正価値評価額を上回る金額として決

定されていることから、本新株予約権の発行は有利発行に該当しないとの判断をしております。 

 

（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 

今回の第三者割当増資による募集株式の数、及び新株予約権の権利行使に基づく株式の数の合計は234,500

株（議決権数は 234,500 個）であり、これは現時点における当社の発行済株式の総数 123,259 株（議決権総

数は 122,277 個）に対し、議決権比率で 191.78％の希薄化が生じることになり、本第三者割当増資により既

存株式に対して大規模な希薄化が生じることとなります。なお、平成 24 年 6 月 29 日に行った新株式発行に

伴う発行株式の数32,356株及び今般の新株式及び新株予約権の発行に伴う発行株式の数234,500株を合計し

た数となる 266,856 株は、平成 24 年 6月 29 日以前における発行済株式総数における議決権の数 90,903 個の

議決権数比率で 293.56％となります。 

しかしながら、「2.募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社グループの喫緊の課題である財政状態の建

て直し、本第三者割当増資による自己資本の充実が必要不可欠であると考えております。従いまして、本第

三者割当増資による発行株数及び希薄化の規模については、合理的な規模であると判断しております。 

 

6. 割当予定先の選定理由等  

（1）割当予定先の概要       

                                       （平成 24 年 11 月 30 日現在） 

① 氏名 石山 久男 

② 住所 山梨県中巨摩郡 

③ 
上場会社と 

当該個人の関係 

石山氏は、本新株式の発行にかかる現物出資のもととなる

140,000,000 円の金銭債権を Vana H 株式会社より譲渡を受けており、

また、当該金銭債権とは別に、当社は石山氏より 30,000,000 円の借

入れを行っております。 

  

①  名称 Brillance Multi Strategy Fund 
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②  所在地 
Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box 30592, Grand 

Cayman, KY1-1203, Cayman Islands 

③  設立根拠等 英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト 

④  組成目的 

配当や値上がり益を目的とした有価証券への純投資であります。 

主なものとしては、日本を中心とした上場企業を対象とする有価証券投

資です。 

⑤  出資の総額 500,000,000 円 

⑥  組成日 平成 22 年 5月 1日 

⑦  
出資者・出資比率 

・出資者の概要 

投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte. Ltd.

の代表取締役山田高広氏（出資比率 15％）と、その他 16 名の日本人を

含む富裕層から出資されております。なお、山田高広氏以外に 10%以上

の出資者はおりません。 

⑧  投資一任勘定委託先 
Brillance Capital Management Pte. Ltd. 

（80 ROBINSON ROAD, #02-00 SINGAPORE 068898） 

名称 Brillance Capital Management Pte.Ltd. 

所在地 80 ROBINSON ROAD, #02-00 SINGAPORE 068898 

代表者の役職

及び氏名 
Managing Director 山田高広 

事業内容 投資業 

⑨ 
投資一任勘定委託先の

概要 

資本金 約 30,000,000 円（平成 24 年 4 月末現在） 

名称 
アルテミス・コンサルティング・アンド・インベスト

メント株式会社 

所在地 東京都文京区小石川一丁目 17 番 1-B1801 号 

代表者の役職

及び氏名 
代表取締役 山村 清 

事業内容 経営コンサルタント業 

⑩ 国内代理人の概要 

資本金 10,000,000 円 

上場会社と 

当該ファンド

との間の関係

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンド

との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関

係はありません。 

⑪ 
上場会社と 

ファンドとの間の関係 

上場会社と 

投資一任勘定

委託先との間

の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンド

の投資一任勘定委託先並びに当該ファンドの投資一任

勘定委託先の関係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 
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  上場会社と 

国内代理人と

の間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンド

の当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

①  名称 未来塾事業再生ファンド 

②  所在地 東京都港区六本木三丁目 17 番 12 号 

③ 設立根拠等 民法上の任意組合 

④ 組成目的 投資 

⑤ 出資の総額 500,000,000 円 

⑥ 組成日 平成 22 年 5月 1日 

⑦ 
出資者・出資比率 

・出資者の概要 

井 康彦    99.94％ 

株式会社未来塾 0.06％ 

名称 株式会社未来塾 

所在地 東京都港区六本木三丁目 17 番 12 号-802 

代表者の役職

及び氏名 
代表取締役 岸野 一夫 

事業内容 経営幹部、管理職のための経営研修事業 

⑧ 

業 務 執 行 組 合 員 

（General Partner） 

の 概 要 

資本金 3,000,000 円 

上場会社と 

当該ファンド

の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンド

との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関

係はありません。 

⑨  
上場会社と 

ファンドとの間の関係 上場会社と 

業 務 執 行 組 

合員の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンド

の投資一任勘定委託先並びに当該ファンドの投資一任

勘定委託先の関係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

① 氏名 中馬 啓介 

② 住所 東京都新宿区 

③ 
上場会社と 

当該個人の関係 

平成 24 年 6月 30 日現在、当社株式を 7,324 株所有しております。 

なお、上記以外に当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近

親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間

には、記載すべき資本関係・人的関係・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個人並びに当該個人の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はあり

ません。 

 

この文書は、当社が新株式及び新株予約権の発行に関して、一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘
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（2）割当予定先を選定した理由 

石山 久男 

石山久男氏は、当社への金銭債権 140,000 千円を、石山氏自身が代表取締役を務める Vana H 株式会社より

譲渡を受けた相手先であります。また、当該金銭債権とは別に、当社は石山氏より 30,000 千円の借入れを行

っております。当初、Vana H 株式会社より、当社が借入を行った経緯と致しましては、当社代表取締役の三

木がエイチ・エス証券の顧問をしておりました時からの知人である株式会社チキ・キャピタル・コーポレー

ションの富岡和治氏に当社への支援を依頼しましたところ、借入先として、石山氏を紹介頂いたものであり

ます。 

なお、借り入れた資金 140,000 千円の資金使途につきましては、借入金の返済として 88,925 千円、平成

24 年 1 月から 3月までの運転資金として 23,074 千円、過去に発生した経費の支払として 27,999 千円を充て

ております。また、本金銭債権の借入を行いました平成 24 年 1月当時において、本金銭債権の返済原資つい

ては、当社子会社である GWI による M&A の仲介報酬（顧客企業との秘密保持契約を締結しているため、具

体的な案件の内容については、差し控えさせて頂きます。）による入金を充てることを想定しておりました

が、当社は限られた人員で当該業務を行っているなどの理由から、未だ具体的な成約に至っておらず、入金

が見込めなくなったため、借入金の返済原資の目途が立たない状況となりました。具体的には、平成 25年 6

月期における M&A 事業における売上は、73,860 千円を予定しておりますが、現時点において、未だ収益に結

びついておりません。 

本金銭債権について、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）を行うことを判断した理由につきまし

ては、平成 24 年 9 月 28 日に提出いたしました平成 24 年 6 月期有価証券報告書のとおり、平成 24 年 6 月末

日における純資産額は 9,514 千円であり、その後の月次決算の状況を鑑みて検討を行った結果、当社の経営

状況では、有利子負債の圧縮による財務基盤の安定化を図る必要があると判断したためであります。従って、

当社では有利子負債の圧縮のためにデット・エクイティ・スワップによる現物出資を検討し、当社の借入先

である Vana H 株式会社に対し、同社からの借入金に対して、デット・エクイティ・スワップによる現物出資

のお願いを行ったところ、石山氏より、Vana H 株式会社は、主にミネラルウォーターの製造・販売事業が本

業であり、事業戦略上の必要性があると同社が判断した場合を除き、法人として、価格変動の可能性がある

有価証券を保有することは、同社の事業方針として難しいことから、現物出資の引き受けは難しいものの、

個人としてであれば、当社を支援するという観点から、現物出資に応じても良いとの回答を得ました。 

また、営業キャッシュ・フローの増加を通じ経営の安定化を目指すという当社の判断につきましても理解

を頂き、運転資金の原資となる金銭出資も引き受ける意向であるとの回答を得ることとができました。 

なお、石山久男氏が、当該金銭債権の譲渡を受け、また、金銭出資の払込を行うにあたり、当該債権の譲

渡代金を弁済し、金銭出資を行うだけの資金が石山氏に無かったことから、Vana H 株式会社と石山久男氏と

の間で、準消費貸借契約及び金銭消費貸借契約を締結しております。（準消費貸借契約：金額 150,000 千円、

支払期限及び返済方法：平成 29 年 8 月 31 日に元利一括支払い、利率：年利 1％、無担保、金銭消費貸借契

約：金額 100,000 千円、支払期限及び返済方法：平成 29 年 8 月 31 日に元利一括支払い、利率：年利 1％、

無担保） 

また、石山氏が、当社への支援を引き受けて頂いた理由につきまして、石山氏に伺ったところ、VanaH 株

式会社にて融資を引き受けた当時は、富岡氏の紹介を受け、当社に支援を行うという趣旨によるもののみで

したが、その後、金銭出資及び現物出資に応じるかの検討を行ったところ、当社の経営状況を憂慮し、支援

この文書は、当社が新株式及び新株予約権の発行に関して、一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘
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を行うという考えに加え、当社の現在の株価は数年前と比較して低位で推移しているため、今後当社が、事

業の再構築を遂げ、継続して当期純利益を計上できる利益体質となれば、おのずと当社の企業価値も向上す

ることとなり、長期的な投資の観点から考慮して経済的利益を享受できる、とのことであります。 

なお、石山氏が当社の株主となることに伴い、現時点においては、石山氏及び石山氏の関係者が当社の役

員に就任する意向がないことを伺っており、当社も臨時株主総会に石山氏及び石山氏の関係者を役員とする

議案を付議する予定はありません。また、石山氏及び石山氏の関係者が当社の経営に関与する意向が無いこ

とを伺っておりますが、将来における、当社経営の関与に対する意向は不明であるため、状況の変更がなさ

れた場合には開示いたします。 

石山氏の割当先の選定につきましては、より財務基盤が安定的であり、短期の資金需要により株式の保有

方針が変更されることのなく、且つ当社の定めた割当先の選定基準と合致していることを確認したため、安

定的な相手先を選定することを考えておりました。石山氏が代表取締役を務める VanaH 株式会社の財務基盤

に不安があると考えておりますが、今般、新株式の発行に際しては、一部現物出資（デット・エクイティ・

スワップ）の方法をとることから、石山氏を割当予定先として選定しました。なお、石山氏の保有方針につ

きましては、後記「（3）割当先の保有方針」に記載のとおりであります。 

 

Brillance Multi Strategy Fund 

当社は、今回の第三者割当増資にあたり、今後の事業計画に基づく実行、及び株主、投資家、当社の事業

内容をご理解して頂いたうえで実行すること、割当予定先等が特定団体等と一切のかかわりがないことの確

認ができることを基準に、複数の投資家の中から当社の事業方針及び今後の事業展開について賛同頂ける先

を探してまいりました。 

その中で、平成 24 年 6 月 29 日に発行した株式の発行に関し、適時開示書類及び有価証券届出書の開示書

類の作成を依頼致しました株式会社ビッグヒット（東京都千代田区平河町、代表取締役社長 星野智之）に資

金調達の相談を行ったところ、ファイナンス候補先を紹介できる旨の回答があったことから、株式会社ビッ

グヒットと平成 24 年 8 月 10 日にアドバイザリー契約を締結致し、ファイナンス候補先の一つとして

Brillance Multi Strategy Fund を紹介頂きました。 

また、紹介頂いた Brillance Multi Strategy Fund と交渉を進めてまいりました結果、適宜権利行使がさ

れることで当社の調達という目的が達成しやすいこと、支配株主の異動が生じないことから、Brillance 

Multi Strategy Fund を選定するに至りました。 

※ 本割当ては、日本証券業協会会員である証券会社のあっせんを受けて行われたものではありません。 

 

また、エクイティ・ファイナンスに係る条件も、本新株予約権については今後の資金調達に応じ、新株予

約権の行使を停止要請できる行使停止要請条項、新株予約権を取得できる旨の取得条項及び譲渡制限条項が

付されており、本新株予約権の割当後におきましてもより有利な資金調達手法を選択することができ、当社

及び当社の既存株主様にとって当社の資金調達方法として充分にメリットがあるものと判断しました。 

なお、本ファンドは経営権の獲得や支配株主となることを目的としたファンドではなく、本ファンドから

当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの内諾を頂いており

ます。 
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未来塾事業再生ファンド 

未来塾事業再生ファンドは、当社が兼ねてより会員として参加しております異業種交流会を主催する

株式会社未来塾が業務執行を行うファンドであります。 

未来塾事業再生ファンドの主要な出資者であるは、井康彦氏は、主に投資不動産の企画・開発・建築・

販売を行う株式会社ウェルホールディングスの代表取締役であり、また、株式会社未来塾の代表取締役

である岸野一夫氏は、株式会社ケーズデンキ（現 株式会社ケーズホールディングス）、株式会社エムテ

ィーアイなどこれまでに複数の上場企業の取締役、監査役に従事しており、また、弊社代表取締役の三

木は、岸野氏とも長年にわたる親交をもっております。 

また、株式会社未来塾につきましては、経営課題における相談を行っていたこともあり、今般の資金

調達に関する相談を行っていたことから、当社より割当先の紹介をお願いした結果、未来塾再生ファン

ドで引受けることを了承頂き、割当予定先に選定いたしました。 

 

中馬 啓介 

中馬啓介氏は、平成 24 年 6 月 30 日現在、当社株式を 7,324 株有する当社第 4 位の株主であり、以前

はヤフー株式会社及びソフトバンク・インベストメント株式会社のCFO兼管理本部長に従事されており、

また、現在は有限会社ケー・エイチ・キャピタルにて、賃貸不動産業を営んでおります。 

なお、これまで、当社に対し、経営の合理化、及び組織再編に関する事業のアドバイスを行って頂い

ており、今後における当社事業基盤の確立においても、アドバイザーとして、当社に対し必要な助言及

び人材の紹介等を行っていただくことで、当社の企業価値向上に資することを期待しております。 

なお、今般の資金調達に関する相談も行っていたことから、当社より株式の引受けをお願いいたしま

した結果、新株式では難しいとの回答を受けながらも、割当予定先の考えるタイミングで権利行使が可

能である新株予約権による引き受けであれば、応じて頂けるとの回答を頂きました結果、割当予定先に

選定いたしました。 

 

（3）割当先の保有方針  

石山 久男 

本第三者割当により取得した新株式は、中長期的に保有する方針であり、当該株式を少なくとも 2年

以上に亘り保有する方針であると説明を受けております。なお、当社は、割当予定先との間において、本

第三者割当により発行される新株式を 2年以内において、その全部または一部を第三者に譲渡した場合に

は、ただちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡方法等

を当社に書面にて報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約を

受ける予定であります。 

なお、石山久男氏が代表取締役を務める VanaH 株式会社は、事業戦略上の必要性があると同社が判断

した場合を除き、法人として、価格変動リスクのある株式を保有することはないと伺っていることから、

石山氏の保有する株式が、VanaH 株式会社に譲渡される、または VanaH 株式会社から石山久男氏に対する

債権譲渡の対価を含む借入金の代物返済により、当社株式が VanaH 株式会社に譲渡されることはない旨確

認しております。具体的には、石山久男氏については、払込み資金及び現物出資のもととなる金銭債権の

譲渡対価については、VanaH 株式会社より借入を受けているものの、借入先の VanaH 株式会社は、現預金
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として 10 億円超を保有しております。一方で販売代理店からの預かり保証金が 100 億円程度ありますが、

預かり保証金には返還期限はなく、またこれまでの販売代理店からの預かり保証金の返金の経緯から推測

した場合においても、早期に資金需要が発生する可能性は低いものと考えております。なお、万が一、石

山氏、または VanaH 株式会社に急遽資金需要が発生した場合においても、石山氏個人で保有する不動産等

を売却するなどの方法により資金を捻出することとし、当社株式の売却は行わない旨の確約をしており、

当該個人資産についても、当社として、担保が設定されていない不動産を保有していることを、当該不動産の登

記簿謄本により確認を行っております。そのため、万が一短期の資金需要が発生した場合においても、当該不動

産を売却することによって対処することとするため、当社の株式を売却することはないとの考えを伺っております。不

動産の取引が一般的に相対取引であることもあり、資金需要が発生した場合、速やかに売却ができない可能性も

あると考えており、その場合には、当社株式が売却される可能性があると、当社としては考えております。しかしなが

ら、後記致します「割当先の選定基準」に石山氏が合致していると判断していることから、割当先として適当であると

判断し、選定いたしました。 

 

Brillance Multi Strategy Fund 

Brillance Multi Strategy Fund の Managing Director 山田高広氏とは、平成 24 年 8 月に株式会社ビ

ッグヒットよりご紹介を受けて電話会議を行い、その後、株式会社ビッグヒットを介してのメールにより、

また、山田高広氏の帰国時には当社を御訪問頂いての面談により、複数回に亘り、当社の経営方針及び経

営計画を説明の上、ファンドが経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず純投資を目的としている

こと、ATC Fund Services Limited に登録し常に厳格な調査を受けている適法なファンドであり、反社会

勢力と一切の関わりがないこと、当社と直接の緊密な連絡体制を構築頂けること及び払い込みに必要充分

な資力を有していることの証明を頂けることを確認し、その結果として、本件新株予約権の引受に関する

双方の合意に達することができました。 

保有方針に関して特段の取決めをしておりませんが、経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず

純投資を目的としており、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきまして

は、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標としているものの、運用に際しては市場への影響を常に留

意する方針と伺っております。 

なお、いずれも、本新株予約権の譲渡の際には事前に当社取締役会の承認が必要である旨定めておりま

す。 

 

未来塾事業再生ファンド 

本第三者割当により取得した新株予約権の権利行使により割当られた株式は、中長期的に保有する方針

であり、当該株式を少なくとも 2 年以上に亘り保有する方針であると説明を受けており、その旨の確認書

を受領しております。また、割当予定先の保有資産として 88,069 千円の銀行取引明細の写しを確認してお

り、状況及び保有資産の活用状況（他に投資等を行う可能性がないか、の関連等の事業資金等に拠出され

る可能性はないか）についても、確認を行い、割当予定先に急遽資金需要が生じたとしても、当社株式を

売却される可能性が無いことを確認しております。 

 

中馬 啓介 
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本第三者割当により取得した新株予約権の権利行使により割当られた株式は、中長期的に保有する方針

であり、当該株式を少なくとも 2年以上に亘り保有する方針であると説明を受けており、その旨の確認書

を受領しております。また、割当予定先の保有資産として 55,000 千円を上回る預金通帳残高の写しを確認

しており、状況及び保有資産の活用状況（他に投資等を行う可能性がないか、の関連等の事業資金等に拠

出される可能性はないか）についても、確認を行い、割当予定先に急遽資金需要が生じたとしても、当社

株式を売却される可能性が無いことを確認しております。 

 

（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  

石山 久男 

銀行口座の預金通帳の写しを取得し、銀行口座の残高を確認いたしました。当社が取得した割当予定先銀

行口座の残高確認書において確認された割当予定先銀行口座の残高の合計額が、金銭出資による本新株式の

総額である 110,445,000 円を大きく上回る預金残高を確認しております。 

なお、石山久男氏の払込みに際しては、一部金銭債権を現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方

法で、払込みを行いますが、当該金銭債権は、Vana H 株式会社が石山氏に対して債権譲渡を行ったものであ

り、譲渡対価である 140,000 千円については、Vana H 株式会社が石山氏に対して貸付を行ったものでありま

す。また、金銭出資の金額である 110,445,000 円についても、石山氏が代表取締役を務める Vana H 株式会社

からの借入資金により、払い込む旨の説明を受けており、当該借入れに関する金銭消費貸借契約書を確認し

ております。 

なお、石山氏に対する Vana H 株式会社の貸付に関しては、Vana H 株式会社の保有する現預金から貸し付

けたものである旨の説明を伺っており、当社としても Vana H 株式会社の財務諸表を確認致しましたところ、

現金預金を含めた資産を有する一方で、100 億円超の預り金を計上している状態ではあります。しかしなが

ら、預り金の内容としては販売代理店からの預り金であり、利息の発生はせず、また退会時には返還を行う

必要があるものの、一定の期限のもとに返済する性質の債務ではないとの説明を受けております。 

また、デット・エクイティ・スワップによる現物出資につきましては、金銭による払込は行われません。 

 

Brillance Multi Strategy Fund 

本新株予約権の発行につきまして、当社は、各割当予定先の払込みに要する財産の存在につきまして、い

ずれも本新株予約権の権利行使にかかる資金確保に関し、支障がない旨の確認書を受領するとともに、

Standard Chartered Bank（スタンダードチャータード銀行本店英国ロンドン）における割当予定先銀行口座

の残高確認書類を取得しております。 

当社が取得した割当予定先銀行口座の残高確認書において確認された割当予定先銀行口座の残高の合計額

が、本新株予約権の払込金額及び行使金額の総額（203,629 千円）を上回る金額である 268,336 千円の預金

残高をそれぞれ確認しております。 

なお、Brillance Multi Strategy Fund は、当社以外にも同様の新株予約権を引受ており、上記の資金が

当社の新株予約権の権利行使による払込みにのみ資金拠出されるものではありません。しかしながら、割当

予定先の投資スタンスとして、出来高を勘案しながら売却することを前提として行使を行うため、資金不足

により行使ができない、一度に多額の行使により手元資金が不足するということはないため、全体としても

十分に資産がある中で運用していると伺っており、他社上場企業の新株予約権の権利行使の状況を他社の開
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示資料から確認致しましたが、ヒアリングのとおり、一度に全額の行使を行わず、また、一回あたりの行使

の金額は小さく、株価が行使価額を上回っている状況において、その都度行使を行うというものでした。ま

た、今回の新株予約権は、１個あたりの行使金額 995 千円と、単位を小さく設計しており、１回あたりの行

使価額を少なく抑えていることで、資金不足により行使ができない、ということが回避しやすくなると考え

ております。 

また、これまでの割当先である Brillance Multi Strategy Fund の日本国内の上場企業における投資実績

からも当社としてかかる払い込みに支障はないと判断しておりますが、時価が権利行使価額を下回っている

状況や、当社株式の出来高が伴わない場合等においては、権利行使が進まない可能性があります。 

 

未来塾事業再生ファンド 

割当予定先の銀行口座の取引明細の写しを取得し、銀行口座の残高を確認し、銀行口座の残高の合計額が、

本新株予約権の発行価額及び行使価額の総額である 28,086 千円を上回る 88,072 千円の預金残高であること

を確認致しました。なお、未来塾事業再生ファンドの出資比率は、井康彦氏が 99.94％、株式会社未来塾が

0.06％であり、また、保有する資金につきましては、ファンドの自己資金による払込みである旨を伺ってお

ります。 

 

中馬 啓介 

割当予定先の銀行口座の預金通帳の写しを取得し、銀行口座の残高を確認し、銀行口座の残高の合計額が、

本新株予約権の払込金額の総額である 18,055 千円を上回る 30,000 千円の預金残高であることを確認致しま

した。 

なお、中馬氏の保有する資金につきましては、自己資金による払込みである旨伺っており、また、払込みに

関しては、保有する定期預金を解約し、払い込む旨、伺っております。 

 

上記のことから、各割当予定先の払込みに要する資金等の状況について確認しており、各割当予定先とも

に払込みに要する資金等を保有していることから、失権の可能性はないと考えております。 

  

[改善報告書に定める割当先の選定基準] 

当社は、当社の割当先の選定基準を定めており、以下の各項目に則り、今般の割当先を選定しておりま

す。また、以下の各項目を選定基準としていることにつき、各割当予定先より、理解を求めており、下記

項目にご協力をいただける旨の確約を得ております。 

なお、平成 23 年 2 月 15 日付で株式会社大阪証券取引所に提出した「改善報告書」にて当社の選定基準

を定めておりましたが、割当先の選定に必要な選考基準について、再度検証を行い、平成 24 年 11 月 30

日の取締役会において、以下の内容の通り、改訂を行っております。 

 

[割当先の選定基準] 

当社は、当社の割当先の選定基準を定めており、以下の各項目に則り、今般の割当先を選定しております。

また、以下の各項目を選定基準としていることにつき、各割当予定先より、理解を求めており、下記項目に

ご協力をいただける旨の確約を得ております。 
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なお、平成 23 年 2 月 15 日付で株式会社大阪証券取引所に提出した「改善報告書」にて当社の選定基準

を定めておりましたが、割当先の選定に必要な選考基準について、再度検証を行い、平成 24年 11 月 30 日の

取締役会において、以下の内容の通り、改訂を行っております。 

① 直接連絡を取ることができる先であること。 

② 投資組合等である場合、出資元についても原則として提示できること。 

③ 投資資金の裏づけとして、預金証明、預金通帳の写し等を確認出来ること。 

④ 外部機関の調査の結果、反社会的勢力との関係が認められないこと（投資組合等についてはその

出資者も含む）。また、紹介者に対しても同様の調査を行なうことができること。 

⑤ 情報開示等について協力的であり、コンプライアンスを遵守し、法令順守を第一に考える投資者

であること。 

⑥ 情報開示等の重要性に関し、充分な理解を得られる投資者であること。また、取引所規則及び法

令に則り、必要な情報開示を行うことについて、承諾が得られることとともに、保有株式につい

て、貸株契約を行う場合、事前に当社と相談することが可能であること。 

⑦ 当社の事業計画を理解し中長期にわたり株主として当社をご支援いただけること、あるいは純投

資であれば、市場に配慮し株式を売却するなどの考えに理解頂ける割当先であること。 

⑧ 月に一度以上、面談が可能であり、当社からも適宜連絡が可能であること。 

以上の割当先の選定基準について、当社といたしましては、割当予定先に①③④⑤⑥⑧の基準を満たしていると判

断しております。なお、②については、割当予定先である Brillance Multi Strategy Fund への出資者について

は個別の開示を要請するも、投資一任勘定先である Brillance Capital Management Pte.Ltd の 

ManagingDirector 山田高広氏には開示する権限がないという理由により、個別の出資者については、確認す

ることが頂けず、また出資者の開示に関して、出資者自身より同意ができないという理由から、②の基準に

定める、出資元について開示頂くことはできませんでした。ファンドの資金および既存出資者の管理などの

アドミニストレーションサービスを ATC Fund Services (Hong Kong) Limited に委託しており、新規出資希

望者の審査（反社会的勢力との関係有無調査を含む）も行っており、審査の結果問題のない新規出資希望者

との 終面談を山田高広氏が行った上で、出資者の選定のプロセス及び特定団体等との関係している事実は

ないことを確認し、その旨の確認書を受領してはおりますが、ATC Fund Services (Hong Kong) Limited（以

下「ATC Fund Services」）による、新規出資希望者の審査の方法は明らかにされておりません。しかしなが

ら、当社は業務執行組合員等である Brillance Capital Management Pte.Ltd 並びに 10％以上の主要な出資

者である Brillance Capital Management Pte. Ltd.の代表取締役山田高広氏について特定団体等との関係し

ている事実はないことの調査結果を得ており、出資者については開示されていないものの、出資者の審査の

プロセスについて確認できていることから、選定基準の②については実質的に補完が出来ているものと考え

ております。よって、Brillance Capital Management Pte.Ltd を割当予定先とすることについて、当社とし

て「選定基準」を満たしていると判断しております。また、⑦の基準につきましては、上記「（3）割当先の保

有方針」に記載のとおり、石山氏からは、中長期の保有を確約頂いているものの、石山氏に急遽資金需要が

発生した場合には、中長期の保有方針を遵守されない可能性があると当社としては考えております。当社と

しては、より財務基盤が安定的であり、短期の資金需要により株式の保有方針が変更されることのない、安

定的な相手先を選定することを検討致しましたが、割当予定先の選定に際し、当社の要望である新株式によ

る増資を引き受けて頂ける相手先が石山氏以外に見つかりませんでした。なお、当社としては、石山氏より
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中長期保有後、売却を行う際にも、市場に配慮し株式を売却するという考えであると伺っております。当社

としては、万が一、中長期保有とした保有方針を変更した場合には開示致します。 

 

なお、平成 24 年 6 月 13 日の取締役会において決議致しました第三者割当よる新株式の発行について、割

当先である株式会社ブルーエコノミー・ホールディングスについて、平成 24 年 10 月 9 日に、株式会社ブル

ーエコノミー・ホールディングスより開示されました変更報告書のとおり、保有株数 12,342 株のうち、5,727

株を売却しており、現在も継続して売却を行っているとのことでした。割当時における株式会社ブルーエコ

ノミー・ホールディングスの保有方針は、少なくとも 2 年以上の中長期保有であったにもかかわらず、短期

間による売買が行われた理由として、株式会社ブルーエコノミー・ホールディングスに確認を行ったところ、

資金需要が生じた理由により、売却を行ったとのことでした。 

また、平成 23 年 10 月 17 日の取締役会において決議致しました第三者割当による新株式の発行について、

割当先である投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1 号が保有する株数 14,527 株については、既に保有

していないことを確認致しました。割当時における投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1 号の保有方針

は、少なくとも 2 年以上の中長期保有であったにもかかわらず、当社に対し事前及び事後いずれの通知もな

く売却がなされたことから、短期間による売買が行われた理由として、投資事業有限責任組合 PIPEs ファン

ド GK1 号に、現時点において連絡が取れないため確認することができておらず、また、平成 24 年 11 月 26 日

に岡田幸一氏より、投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1 号が保有していた株数と同数となる 14,527

株保有する旨の大量保有報告書の提出があったものの、投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1 号からの

大量保有報告書の変更報告書の提出は現時点においてありません。なお、当社としては、投資事業有限責任

組合 PIPEs ファンド GK1 号の代表者である、ゲートキーパー株式会社の代表取締役である原敏郎に対し、当

社株式の保有の状況を口頭及びメールにて確認した時点では、継続して当社株式の保有を行っている旨の回

答を得ておりました。しかしながら、当該回答及び割当時における保有方針に反し、当社株式が平成 24年 7

月 3日に第三者に移転していたことに対し、当社としては、非常に遺憾に考えております。 

 

 

（5）割当先の実態 

石山久男 

当社は、割当予定先である石山久男氏から、石山氏個人、石山久男氏が代表取締役を務めている企業及び

関係会社（以下「割当予定先等」）が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを示

す確認書の提出を受け、割当予定先等に反社会的勢力等がいるという事実はないことを確認しております。 

また、上記とは別に、割当予定先等が反社会的勢力の影響を受けているか否か、割当予定先等の役員が犯

罪歴を有するか否か及び警察当局から何らかの捜査対象になっているか否かについて、当社から第三者の信

用調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ（東京都千代田区九段南 代表取締役 羽田 寿次）及び

株式会社 JP リサーチ＆コンサルティング（東京都港区虎ノ門 代表取締役社長 古野 啓介）に調査を依頼い

たしました。その結果、割当予定先等について反社会的勢力の影響を受けているという事実は確認できませ

んでした。また、当社は割当予定先等に対し、インターネット検索サイトを利用し、氏名、法人名、役員名、

取引先等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情

報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力等との関わりを調査いたしまし
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た。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。上記のとおり、割当予

定先等が反社会的勢力等とは関係があるという事実は確認できませんでした。 

なお、石山氏が代表取締役を務める VanaH 株式会社について、同社が運営するミネラルウォーターの製造・

販売業については、同社とフランチャイズ契約（連鎖販売取引）を締結した会員とされる販売代理店を中心

に販売活動を行っており、また、同社の株式譲渡の約束及び製品の広告表記に関する点などについてヒアリ

ング及び関連説明を受け、また、VanaH 株式会社の運営方法についての説明を書面にて受領しております。 

また当社としましても、事業運営上のトラブル等についてヒアリングを行いました。具体的には、当社は、

石山氏が代表取締役を務める VanaH 株式会社の行う、特定商取引法に基づく、連鎖販売取引の事業について、

インターネット掲示板等の記載に、「VanaH のミネラルウォーターを飲めば病気が治る」などの薬事法に反

するような説明を行うなどの問題のある勧誘等が行われているという内容が複数あったことから、石山氏及

び VanaH 株式会社に対して、当該内容を含め、運営方法のヒアリングを行いましたところ、インターネット

掲示板等に記載されているような問題のあるような事実は、行っていない旨の回答を得ております。 

また、特にトラブルを起こしやすい考えられる代理店を勧誘する際における状況について、石山氏へのヒ

アリングのほか、勧誘の際に使用されている書面一式及び会員が勧誘行為を行う際に遵守すべき事項が記載

された一連の資料を閲覧したほか、VanaH 株式会社に寄せられた消費者及び会員からの過去のクレームにつ

いて、同社のクレーム処理の際に使用するクレーム表をサンプルとして数件及びクレームの性質に関する統

計表を受領し、閲覧致しました。なお、クレームについては、内容の大半が、そもそも消費者の事実誤認に

基づくものや、配送上の問題、その他ペットボトルの構造上、水がこぼれやすいといった内容ものでありま

した。また、同社は、 国際標準化機構が定める国際的な品質マネジメントシステム規格「ISO9001」及び環

境マネジメントシステム規格「ISO14001」を取得しており、当該認証取得の過程における、品質管理につい

ての内容も確認していることから、商品の品質自体に大きな問題は生じていないものと理解しております。 

加えて、VanaH 株式会社に対して、会員との間のトラブルについて質問したところ、一般的によくある連

鎖販売取引のように、会員の順位によって上位の会員の報酬の料率が有利に設定されているわけではないた

め、会員が当初考えていた手数料（特定利益）が見込めない、というクレームはないとの回答を得ています。

さらに、石山氏に対して、事業説明会のこれまでの運営状況について、ヒアリング等を行いましたが、事業

説明会は何らトラブルが発生することなく行われていることを伺っております。 

次に、当社は、インターネット掲示板等に記載において、「VanaH 株式会社の未公開株式が、あたかも短

期間に株式公開を実現する目前であるような状況であることを説明し、会員となれば、すぐにでもあたかも

数億円の経済的利益を享受することができる、といった内容の話をしている」という内容があったような趣

旨の記載があったことから、当該事実について確認を行いました。その結果、上記のような趣旨の内容につ

いて、数億円の経済的利益を享受することができるなどの説明は行っていないとのことでした。また、株式

公開は会社の目標であり、時期などについては、特段明示、予定していないとのことでした。 

また、当該事象に加え、インターネット掲示板等に記載において、石山氏個人が、株式の譲渡を約束して

いるという内容の記載があったことから、その経緯を石山氏に対してヒアリングを行うほか、関連書類を受

領し、確認を行いました。その結果、株式譲渡についての発言自体は石山氏個人としての方針を述べたにす

ぎないとのことであり、また、具体的に経済的利益が享受できる時期、内容についての説明は行っていない

ことを伺いました。なお、その後、新株予約権の発行をしたとのことですが、当該新株予約権に係る同社が

提出したとする有価証券通知書の写しを同社から直接閲覧することにより確認しております。 

この文書は、当社が新株式及び新株予約権の発行に関して、一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘
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その他、VanaH 株式会社の製品であるミネラルウォーターについて、UNIDO-IMR（国際連合工業開発機構国

際環境資源監督管理機構）の評価委員会より、「自社製品とその管理システムが、環境および資源の管理シ

ステムの評価基準に適合している」との承認を受けている点について、インターネット掲示板等の記載から、

「国連、または UNIDO（国際連合工業開発機関）の許可を受けた商品である」などといった説明がなされて

いるなどの内容があったことから、広報表記等の適切性について説明を求めたところ、同社が UNIDO-IMR（国

際連合工業開発機構国際環境資源監督管理機構）の評価委員会より、「自社製品とその管理システムが、環

境および資源の管理システムの評価基準に適合している」との承認を受けている旨の説明を受け、また、そ

の証明書を確認いたしました。 

以上のことから、当社が調査を行った範囲においては、割当予定先及び割当予定先が代表取締役を務める

企業が当社の割当予定先として適切でないとする理由はないと判断しております。 

また、当社の判断と致しましては、連鎖販売取引を行っているという事業内容から、社会道義的な問題に

ついては否定できず、石山氏が当社の株主となることに伴い、当社自身の「風評リスク」及び、VanaH 株式

会社が今後の営業活動において生じる事業リスクについては留意する必要があるものの、その運営は、問題

を伴うものであると、当社が調査を行った範囲においては判断できず、むしろ当社を経済的に支援して頂け

るという経済的なメリットが大きいものであると判断し、当社の割当予定先として選定しております。 

また、その反社会的勢力との関連がない旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

 

Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド） 

Brillance Multi Strategy Fund は平成 22 年 5 月に組成されており、山田高広氏の自己資金及び日本人を

含む富裕層からの出資により構成されております。 

また、投資市場は日本を中心とした上場企業としており、日本においても複数の上場企業の新株予約権及

び新株予約権付社債の引受で実績があります。 

なお、Brillance Capital Management Pte.Ltd.は本ファンドの投資一任勘定委託先として運用を行ってお

り、今般の割当予定先である Brillance Multi Strategy Fund とともに、Brillance Hedge Fund の運用を行

っている旨を伺っております。また、Brillance Capital Management Pte.Ltd.は、本拠地はシンガポールに

ありますが、山田高広氏が経営する投資顧問会社であります。 

本ファンドは日本の上場企業の新株予約権及び新株予約権付社債の引受の実績があり、払込も確実に行って

いる先であるため、割当予定先としての信頼感が高いと判断したことから協議・交渉を行うこととしました。 

当社は、割当予定先から、割当予定先、割当予定先の役員、主要株主等の関係者、関係会社及びフィナン

シャル・アドバイザー企業（以下「割当予定先等」）が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有し

ていないことを示す確認書の提出を受け、割当予定先等に反社会的勢力等がいるという事実はないことを確

認しております。 

また、上記とは別に、割当予定先等が反社会的勢力の影響を受けているか否か、割当予定先等の役員が犯

罪歴を有するか否か及び警察当局から何らかの捜査対象になっているか否かについて、当社から第三者の信

用調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ（東京都千代田区九段南 代表取締役 羽田 寿次）に調

査を依頼いたしました。その結果、割当予定先等について反社会的勢力の影響を受けているという事実は確

認できませんでした。また、当社は割当予定先等に対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役

員名、株主名、取引先等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等
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を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力等との関わりを

調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。上記の

とおり、割当予定先等が反社会的勢力等とは関係があるという事実は確認できませんでした。 

なお、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

（注 1）ファンドの資金および既存出資者の管理などのアドミニストレーションサービスを ATC Fund 

Services (Hong Kong) Limited（3713, The Center,99 Queen's Road Central, Hong Kong  Managing 

Director Cora Lam （林錦芳））に委託しており、本新株予約権付社債の発行代金の送金事務も ATC 

Fund Services (Hong Kong) Limited が行う予定となっております。ATC Fund Services (Hong Kong) 

Limited は、いずれのファンドの新規出資希望者の審査（反社会的勢力との関係有無調査を含む）

も行っており、審査の結果問題のない新規出資希望者との 終面談を投資一任勘定委託先である

Brillance Capital Management Pte.Ltd.の代表取締役 山田高広氏が行った上で、出資者を決定し

ております。 

（注 2）ATC Fund Services (Hong Kong) Limited における審査結果について、審査内容に適合した者を対象

に投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte.Ltd.の代表取締役 山田高広氏が

終面談を実施しており、適合したか否かの審査結果についての結果報告を都度受けてはおりません

が適合した者のみが出資者となっております。なお、当該審査の内容については、いわゆる金融機関

における審査であるため、審査内容の開示は行っておりません。なお、ATC Fund Services (Hong Kong) 

Limited の審査方法については、Brillance Capital Management Pte.Ltd の ManagingDirector 山田

高広氏にも確認をして致しましたが、Brillance Capital Management Pte.Ltd には、ATC Fund Services 

(Hong Kong) Limited の審査内容を開示する権限がないという理由により、具体的な審査内容につい

ては、確認することができませんでした。 

 

未来塾事業再生ファンド 

当社は、割当予定先から、割当予定先、割当予定先の出資者、業務執行組合員である株式会社未来塾、及

び株式会社の役員、及び株主の役員、主要株主等の関係者、及び関係会社（以下「割当予定先等」）が反社

会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを示す確認書の提出を受け、割当予定先等に反

社会的勢力等がいるという事実はないことを確認しております。 

また、上記とは別に、割当予定先等が反社会的勢力の影響を受けているか否か、割当予定先等の役員が犯

罪歴を有するか否か及び警察当局から何らかの捜査対象になっているか否かについて、当社から第三者の信

用調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチに調査を依頼いたしました。その結果、割当予定先等に

ついて反社会的勢力の影響を受けているという事実は確認できませんでした。また、当社は割当予定先等に

対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役員名、株主名、取引先等についてキーワード検索を

行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合

的に検索することにより、反社会的勢力等との関わりを調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との

関わりを疑わせるものが検出されませんでした。上記のとおり、割当予定先等が反社会的勢力等とは関係が

あるという事実は確認できませんでした。 

なお、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 
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中馬 啓介 

当社は、割当予定先である中馬啓介氏（以下「割当予定先」）から、反社会的勢力との取引関係及び資本

関係を一切有していないことを示す確認書の提出を受け、割当予定先に反社会的勢力等がいるという事実は

ないことを確認しております。 

また、上記とは別に、割当予定先が反社会的勢力の影響を受けているか否か及び警察当局から何らかの捜

査対象になっているか否かについて、当社から第三者の信用調査機関である株式会社セキュリティ＆リサー

チに調査を依頼いたしました。その結果、割当予定先について反社会的勢力の影響を受けているという事実

は確認できませんでした。また、当社は割当予定先に対し、インターネット検索サイトを利用し、氏名につ

いてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワ

ードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力等との関わりを調査いたしました。その結果、

反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。上記のとおり、割当予定先が反社会的

勢力等とは関係があるという事実は確認できませんでした。 

なお、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

当社は、各割当予定先から、各割当予定先、各割当予定先の役員、主要株主等の関係者、及び関係会社（以

下「各割当予定先等」）が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを示す確認書の

提出を受け、各割当予定先等に反社会的勢力等がいるという事実はないことを確認しております。 

また、上記とは別に、各割当予定先等が反社会的勢力の影響を受けているか否か、各割当予定先等の役員

が犯罪歴を有するか否か及び警察当局から何らかの捜査対象になっているか否かについて、当社から第三者

の信用調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ（東京都千代田区九段南 代表取締役 羽田 寿次）

に調査を依頼いたしました。その結果、各割当予定先等について反社会的勢力の影響を受けているという事

実は確認できませんでした。また、当社は各割当予定先等に対し、インターネット検索サイトを利用し、法

人名、役員名、株主名、取引先等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会

的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力等との

関わりを調査いたしました。その結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。

上記のとおり、各割当予定先等が反社会的勢力等とは関係があるという事実は確認できませんでした。また、

各割当予定先の役員及び主要株主についても犯罪歴や捜査対象となっている事実は確認されなかったとの回

答を得ております。 

なお、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

 

7．募集後の大株主及び持株比率 

（１）新株割当後の大株主の状況 

氏名又は名称 異動前 氏名又は名称 異動後 

岡田 幸一 11.88％ 石山 久男 47.36％

株式会社グローバル・ウェルネス 10.91％ 岡田 幸一 6.25％

中馬 啓介 5.99％ 株式会社グローバル・ウェルネス 5.74％

株式会社サン・クロレラ 5.72％ 中馬 啓介 3.15％

サン・クロレラ販売株式会社 5.72％ 株式会社サン・クロレラ 3.01％
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株式会社ブルーエコノミー・ 

ホールディングス 
5.41％ サン・クロレラ販売株式会社 3.01％

羽根田 勝夫 3.42％
株式会社ブルーエコノミー・ 

ホールディングス 
2.85％

今田 洋一 3.27％ 羽根田 勝夫 1.80％

小田 和正 2.98％ 今田 洋一 1.72％

北島 英樹 1.55％ 小田 和正 1.57％

（注１）上記表、「異動前」については、異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、平成 24 年 6 月 30

日現在の発行済株式総数 123,259 株(議決権の数 122,277 個)に、大株主及び大量保有報告書からの

報告に基づく持分の変動を追記したものであります。 

（注２）上記表、「異動後」については、本新株式発行後に増加する予定の株式数を加算しております。 

 

（２）新株予約権が全数行使された後の大株主の状況 

氏名又は名称 異動前 氏名又は名称 異動後 

石山 久男 47.36％ 石山 久男 30.83％

岡田 幸一 6.25％ Brillance Multi Strategy Fund 28.45％

株式会社グローバル・ウェルネス 5.74％ 中馬 啓介 4.58％

中馬 啓介 3.15％ 岡田 幸一 4.07％

株式会社サン・クロレラ 3.01％ 未来塾事業再生ファンド 3.92％

サン・クロレラ販売株式会社 3.01％ 株式会社グローバル・ウェルネス 3.74％

株式会社ブルーエコノミー・ 

ホールディングス 
2.85％ 株式会社サン・クロレラ 1.96％

羽根田 勝夫 1.80％ サン・クロレラ販売株式会社 1.96％

今田 洋一 1.72％
株式会社ブルーエコノミー・ 

ホールディングス 
1.85％

小田 和正 1.57％ 羽根田 勝夫 1.17％

 

8．今後の見通し  

本第三者割当による平成 25 年 6月期業績への影響につきましては、現在精査中であり、判明し次第、お知ら

せいたします。 

 

9．企業行動規範上の手続きについて 

今回の第三者割当による新株式及び新株予約権の発行により増加する議決権の数は 234,500 個であり、平

成 24 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数 123,259 株より、自己株式 982 株を差し引いた 122,277 株の議決権

の数である 122,277 個の 191.78％となります。 
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25％以上の希薄化が生じるため、株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第 2条に定

めるとおり、当社は、平成 25 年 1月 25 日に開催する臨時株主総会による普通決議により、本件第三者割当

による新株予約権の発行による資金調達の必要性及び相当性について、株主の皆様のご判断をいただくこと

としております。 

なお、平成 24 年 6 月 29 日に行った新株式発行に伴う発行株式の数 32,356 株及び今般の新株式及び新株予

約権の発行に伴う発行株式の数 234,500 株を合計した数となる 266,856 株は、平成 24 年 6 月 29 日以前にお

ける発行済株式総数における議決権の数 90,903 個の議決権数比率で 293.56％となります。 

 
 

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 22 年 6月期 平成 23 年 6月期 平成 24 年 6月期 

連結売上高(百万円) 176 427 768 

連結営業利益(百万円) △317 △290 △210 

連結経常利益(百万円) △291 △278 △142 

連結当期純利益(百万円) △346 △544 △80 

1 株当たり連結当期純利益(円) △6,570.25 △7,809.47 △926.10 

1 株当たり配当金(円) ― ― ― 

1 株当たり連結純資産(円) 4,757.42 △892.62 76.02 

 

（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 24 年 11 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 123,259 株 100.00％

現時点における潜在株式数 － －

 

（3） 近の株価の状況 

（ⅰ） 近３年間の状況                           （単位：円）        

 平成 22 年 6月期 平成 23 年 6月期 平成 24 年 6月期 

始  値 6,980 15,480 3,755

高  値 21,500 16,480 5,150

安  値 5,600 2,750 1,911

終  値 15,780 3,800 3,850

（注１） 高・ 低株価は、平成 22年 10 月 11 日までは、大阪証券取引所（ヘラクレス）におけるものであ
り、平成 22 年 10 月 12 日以降は大阪証券取引所 JASDAQ（グロース）におけるものであります。 
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（ⅱ） 近 6ヶ月間の状況                          （単位：円）           

 

 

平成 24 年 

5 月 

 

6 月 

 

7 月 

 

8 月 

 

9 月 

 

10 月 

始 値 2,350 2,160 4,400 2,770 2,849 2,544

高 値 2,450 3,850 4,620 3,200 3,000 2,550

安 値 1,911 2,000 2,611 2,650 2,500 2,050

終 値 2,196 3,850 2,760 2,750 2,694 2,320

 

（ⅲ）発行決議日の前営業日における株価 

 平成 24 年 11 月 29 日 

始 値 2,200

高 値 2,210

安 値 2,149

終 値 2,210

 

（4） 近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況  

 

平成 22 年 4月 23 日付取締役会決議及び平成 22年 5 月 28 日開催の臨時株主総会決議による第三者割当増資 

発行期日 平成 22 年 5月 31 日 

発行価額の総額 89,864,000 円(1 株あたり金 11,233 円) 
上記のうち、39,864,000 円については金銭による
払込とし、残りの 50,000,000 円については現物出
資(デット・エクイティ・スワップ)の払込の方法
によるものとする。 

資本組入額の総額 44,932,000 円(1 株にあたり 5,616.5 円)  

募集時における発行済株式数 53,076 株 

当該増資による増加株式数 8,000 株 

募集後における発行済株式総数 61,076 株 

割当先 エンジェル 1号投資事業組合  8,000 株 

発行時における当初の資金使途 ⅰ当社子会社における太陽電池製造装置用レーザ
ースクライバー事業の仕入債務及び外注加工費決
済資金 
ⅱ当社子会社における太陽電池製造装置用レーザ
ースクライバー事業の機械装置購入資金 
ⅲ当社子会社における太陽電池製造装置用レーザ
ースクライバー事業の運転資金 

発行時における支出予定時期 ⅰ平成 22 年 6 月～7月 
ⅱ平成 22 年 6 月 
ⅲ平成 22 年 7 月～平成 23 年 6月 

現時点における充当状況 ⅰ太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業
仕入債務及び外注加工費として 36.75 百万円 
ⅱ借入債務に関する支出として現物出資50百万円 
ⅲ上記ⅰⅱを除いた額を当社及び子会社における
管理部門強化を中心とした運転資金として平成 23
年 2月までに充当済 
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平成 22 年 4月 23 日付取締役会決議及び平成 22年 5 月 28 日開催の臨時株主総会決議による 

株式会社ゲートウェイコーポレーション第 4回新株予約権 

発行期日 平成 22 年 5月 31 日 

調達資金の額 金 4,712,000 円(1 株あたり 124 円) 

新株予約権の払込金額の総額 金 469,528,000 円(1 株あたり 12,356 円)  

募集時における発行済株式数 53,076 株 

募集時における潜在株式数 16,720 株 

当該増資による潜在株式数 38,000 株 

割当先 エンジェル 1号投資事業組合 

発行時における当初の資金使途 ⅰ当社子会社における太陽電池製造装置用レーザ
ースクライバー事業の運転資金 
ⅱ新規投資育成事業資金 

発行時における支出予定時期 ⅰ平成 22 年 7 月～平成 23 年 6 月 
ⅱ平成 22 年 6 月～平成 23 年 6月 

現時点における充当状況 ⅰ平成23年2月17日までに15,300個が行使され、
新株予約権の行使により 189,046,800 円を調達済
み 
ⅱ新規投資育成事業資金として 193 百万円 
ⅲ平成 23 年 2 月 17 日までに新株予約権の発行、
行使により調達した資金のうち、上記ⅱ除いた額
を当社及び子会社における管理部門強化を中心と
した運転資金に充当 
ⅳ平成 23 年 2 月 18 日付で、新株予約権の未行使
残高 22,700 個を 2,814,800 円で当社が取得後、消
却済 

 

平成 23 年 10 月 17 日付取締役会決議による第三者割当増資 

発行期日 平成 23 年 11 月 3 日 

発行価額の総額 59,996,510 円(1 株あたり金 4,130 円) 
上記全額を現物出資(デット・エクイティ・スワッ
プ)の払込方法によるものとします。 

資本組入額の総額 29,998,255 円(1 株にあたり 2,065 円)  

募集時における発行済株式数 76,376 株 

当該増資による増加株式数 14,527 株 

募集後における発行済株式総数 90,903 株 

割当先 投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1 号
14,527 株 

発行時における当初の資金使途 ⅰ外注費、人件費、地代家賃、借入金返済、必要
経費 
ⅱ外注費、人件費、地代家賃、必要経費 

発行時における支出予定時期 ⅰ平成 24 年 4 月～5月 
ⅱ平成 24 年 7 月～9月 

現時点における充当状況 ⅰ外注費、人件費、地代家賃、借入金返済、必要
経費 
ⅱ外注費、人件費、地代家賃、必要経費 

 

平成 24 年 6月 13 日付取締役会決議による第三者割当増資 

発行期日 平成 24 年 6月 29 日 

発行価額の総額 97,003,288 円(1 株あたり金 2,998 円) 
上記金額のうち、39,999,316 円は、現物出資(デッ
ト・エクイティ・スワップ)の払込方法によるもの
とします。 

資本組入額の総額 48,501,644 円(1 株にあたり 1,499 円)  
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募集時における発行済株式数 90,903 株 

当該増資による増加株式数 32,356 株 

募集後における発行済株式総数 123,259 株 

割当先 株式会社グローバル・ウェルネス 13,342 株 
株式会社ブルーエコノミー・ホールディングス 
12,342 株 
羽根田勝夫 3,336 株 
小田和正 3,336 株 

発行時における当初の資金使途 運転資金 

発行時における支出予定時期 平成 24 年 7月～12 月 

現時点における充当状況 一部を運転資金として充当 

 

Ⅱ．主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動  
1．異動が生じる経緯  
上述のとおり、平成 25 年 1 月 29 日を払込期日とする第三者割当増資の実施に伴い、当社の主要株主である
筆頭株主に異動が見込まれるものです。  
 
2．異動予定年月日  
平成 25 年 1月 29 日 
 
3．異動する株主の概要  
（1）新たに主要株主である筆頭株主となる株主の概要  
① 名称    石山 久男 
② 所在地等 山梨県中巨摩郡 
 
（2）筆頭株主でなくなる主要株主の概要  
① 名称  岡田 幸一 
② 所在地 千葉県市川市 
 
（3）主要株主でなくなる株主の概要 
①名称 株式会社グローバル・ウェルネス 
②所在地 東京都港区西新橋三丁目 6番 10 号 
③代表者 代表取締役 深井 憲晃 
 
4．当該株主の所有株式数（議決権数）及び総株主の議決権数の数に対する割合 
（1）石山 久男 

 議決権の数 
（所有株式数） 

総株主の議決権の数
に対する割合 

大株主順位 

異動前 ― ― ―

異動後 126,500 個
（126,500 株）

48.47％ 第 1位

 

（2）岡田 幸一 

 議決権の数 
（所有株式数） 

総株主の議決権の数
に対する割合  

大株主順位 

異動前 14,527 個
（14,527 株）

11.88％ 第 1位

異動後 14,527 個
（14,527 株）

6.12％ 第 2位

 
（3）株式会社グローバル・ウェルネス 

 議決権の数 
（所有株式数） 

総株主の議決権の数
に対する割合  

大株主順位 

異動前 13,342 個 10.91％ 第 2位
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（13,342 株）

異動後 13,342 個
（13,342 株）

5.62％ 第 3位
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別添 
（新株式発行要項） 

1．発行新株式数 普通株式 110,000 株 

2．発行価額 1 株につき 金 1,990 円 

3．発行価額の総額 218,900,000 円 

4．出資財産の内容及び価額 石山 久男        218,900,000 円 

資本金 総額 金 109,450,000 円 5．増加する資本金及び 
資本準備金に関する事項 資本準備金 総額 金 109,450,000 円 

6．募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による 

7．申 込 日 平成 25 年 1月 28 日 

8. 払込期日 平成 25 年 1月 28 日 

9．割当先及び割当株式数 石山 久男        110,000 株 

10．そ の 他 

①上記新株式発行に関するその他の事項については、当社代表取締役社長に一任とします。 

②上記新株式発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。 
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（新株予約権発行要項） 

       
１. 新株予約権の名称 株式会社ゲートウェイホールディングス 第 6回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という｡） 
２. 本新株予約権の発行価

額の総額 
金 2,016,900 円 

３. 申込期日 平成 25 年 1月 28 日 

４. 払込期日 平成 25 年 1月 28 日 

５．割当日 平成 25 年 1月 28 日 

６. 募集の方法 第三者割当ての方法により、以下のように割当てる 

 Brillance Multi Strategy Fund 203 個 

 未来塾事業再生ファンド 28 個 

 中馬啓介 18 個 

７. 新株予約権の目的であ
る株式の種類及び数の
算出方法 

（１）本新株予約権の行使請求により、当社が当社普通株式を交付する数は、
当社普通株式 124,500 株とする。（本新株予約権１個当たりの目的であ
る株式の数（以下、「割当株式数」という。）は 500 株とする。）但し、
本項第（２）号及び第（３）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「行使価額の調整」の規定に従って行使価額（同第２項
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「行
使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 
 

調整前割当株式数  × 調整前行使価額 調 整 後 
割当株式数 

＝
調整後行使価額 

 （３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係第 11 項「行使価額の
調整」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並びにそ
の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及び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、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。

８. 本新株予約権の総数 249 個 

９. 本新株予約権 1 個
当たりの払込金額 

8,100 円 

（１）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。 

10. 本新株予約権の行使に
際して出資される財産
の価額又はその算定方
法 

（２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における
株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）
は、金 1,990 円とする（以下「当初行使価額」という。）。ただし、第
11 項の規定に従って調整されるものとする。 

11.  行使価額の調整 
 

（１）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により
当社普通株式が交付され、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。 
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1株当たり割当普通 
株式数 

× 
の払込金額

既発行普通株
式数 

＋
1株当たりの時価 

調整後 
行使価 
額 

＝
調整前
行使価
額 

×

既発行株式数＋割当普通株式数 

 （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その調整後の行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

  ①本項第（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
式を新たに交付する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式の
取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新
株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求
又は行使による場合を除く。）の調整後の行使価額は、払込期日（募
集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の 終日
とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日が
ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

  ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整
後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式
の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準
日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通
株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主
（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該割
当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 

  ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（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旨の定めが
あるものを発行する場合（無償割当の場合を含む。）又は本項第（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の交付を請求で
きる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利
を発行する場合（無償割当の場合を含む。）、調整後の行使価額は、
発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債
その他の証券又は権利の全てが当初の行使価額で請求又は行使されて
当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して
算出するものとし、払込期日の翌日以降これを適用する。但し、その
権利の割当の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。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普
通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付
社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、
調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求
権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通
株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出する
ものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

 （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円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わな
い。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価
額を算出する場合は、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引いた額を使用する。 

 （４）その他 

  ①行使価額調整式の計算については、１円未満小数点第２位まで算出し、
その小数点第２位を切捨てる。 

  ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（た
だし、本項第（２）号③の場合は基準日。）に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場における当社普通
株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終値のない日数を除く。）
とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
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  ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合は
その日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日
１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における
当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第（２）
号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準
日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数
を含まないものとする。 

 （５）本項第（２）号で定める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、当社は必要な行使価額の調整を行う。 

  ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収
分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必
要とするとき。 

  ②その他当社の発行済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事由が2つ以上相接して発生し、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）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あら
かじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の
行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに
本新株予約権者に通知する。但し、本項第（２）号②に示される株式分
割の場合その他適用の日の前日までにかかる通知を行うことができな
いときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権の行使請
求期間 

平成25年1月29日から平成27年1月28日までとする。ただし、第14項に従って当
社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約
権については、取得日の前日までとする。 
（１）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ

る発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の
行使を行うことはできない。 

13.その他の本新株予約権
の行使の条件 

（２）各本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する
日（以下、「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予
約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の２週間前ま
でに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権の払込価額相当額
で、当該取得日に残存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。本新株予約権の一部の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。 

15. 新株予約権の取得請求 
 

本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、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60取引日連続して行使価額
の1,990円を下回った場合には、その選択により、当社に対して当該新株予約
権の取得希望日から5営業日前までに事前通知を行い、第22項記載の行使請求
受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出することにより、その
保有する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権の払込価額相当額で取
得することを当社に対して請求する権利を有する。 

16．新株予約権の譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

17．新株予約権証券の発行 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

18．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 

本新株予約権の行使により当社普通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円未満の端数を生じる場合はその
端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

19．新株予約権の行使制限 （１）当社は本新株予約権者に対し、10取引日前までに書面で通知することに
より、本新株予権を行使することができない期間（以下、「行使禁止期
間」という。）を指定することができる。ただし、行使禁止期間として
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指定可能な期間は平成 26 年 12 月 27 日までとする。 

 （２）前号に拘わらず、当社が第 14 項に基づく取得条項を行使する旨の通知
を行った場合、当該通知が発せられた日以降、本新株予約権者は保有す
る本新株予約権の全部を自己の自由な裁量により行使することができ
る。（なお、金融商品取引所の定める有価証券上場規程、同施行規則等
のルールの中での対応を行う。） 

20．新株予約権の行使請求
の方法 

（１）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める
行使請求書に、必要事項を記載したうえ、第 12 項に定める行使請求期
間中に第 22 項に定める行使請求受付場所に提出しなければならない。 

 （２）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請
求書を第 22 項に定める行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 23 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、行使請求に要する書類が行使請求受
付場所に到着し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的と
される金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

21．株券の不発行 当社は、行使請求により発行する株式にかかる株券を発行しない。 

22．行使請求受付場所 当社 業務管理部 

23．払込取扱場所 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 新橋支店 

24．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１株当たり
の財産について 

新株予約権の発行価額については、本新株予約権の発行要項及び買受契約の諸
条件を考慮して、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
ョンによる算定結果を参考に、本新株予約権１個の発行価額を決定した。本新
株予約権の行使に際して出資される１株当たりの財産の価額は第 10 項記載の
とおりとする。 

25．その他 
 

（１）会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が
必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

 （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。 

 （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      


