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平成 22 年９月 24 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 デ ュ オ シ ス テ ム ズ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  恩 田  饒 

     （コード番号：3742 東証マザーズ） 

    問合せ先 管 理 本 部 長  橋 本  俊 明 

     （03-5319-3668） 

 

第三者割当により発行される株式募集に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年９月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当によ

り発行される株式の募集を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。 

  

 

Ⅰ．第三者割当により発行される株式募集に関するお知らせ 

 

１．募集の概要 

（１）発 行 期 日 平成 22年 10月 12日（火） 

（２）発行新株式数 13,100株 

（３）発 行 価 額  11,450円 

（４）調達資金の額 149,995,000円 

（５）募集又は割当方法 

   （割 当 先） 

第三者割当による 

梶弘幸氏（9,606株）、和田洋氏（1,747株）、恩田饒氏（1,747株） 

 

２．第三者割当による新株式の発行の目的及び理由 

 

 当社は「業務・システム最適化ソリューション事業」を主要事業として行っております。

同事業は、主に中央官庁・地方自治体・独立行政法人を顧客としております。しかし、中

央官庁などの当社の顧客は、業務の発注に際し、入札制度を採用しており、厳しい受注競

争を強いられました。その結果、平成 16年 12月期以降、平成 18年３月期における決算期

変更による３ヶ月決算期を除き、５期連続の営業損失を計上するなど厳しい状況が続いて

きました。そのような環境の中で、資金調達により将来の発展のための財務基盤の強化を

図りたいと考えております。 

今回、第三者割当による新株式を発行することにより、自己資本の増強による財務基盤

の増強を図ることを目的として、昨年度より代表取締役の交代を契機に推進してきました

シナジーのある新規事業（自治体クラウド基盤構築事業、関連物販事業、民間企業向け IT
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顧問事業、人材派遣事業など）が今年度に入り成約に至り始めましたことから、これに係

る運転資金（人件費、営業経費、買掛金支払など）に充当していきます。 

また、従来からの中央官庁・地方自治体・独立行政法人を中心とした既存事業の IT関連

のコンサルティング業務に関しましては、受注競争の激化などの悪環境の中で、当社は昨

年度以上の受注を獲得することができています。これをさらに拡大するために、本社にお

ける人員増や関西以西のコンサルティング業務に注力するため、関西事務所の増床および

人員増を行っています。資金の使途として、それに伴う出張費用などの営業経費、特に関

西支社における関西以西の案件対応など積極的に推進していくための運転資金に充当して

いく予定です。 

 

３．第三者割当増資による資金調達を選択した理由 

 

 当社は、前年下期よりコストの削減と経営の見直しに積極的に取組んでまいりました。

しかし、当社の主要顧客の公共機関に対する売掛金の現金化が翌年度の４月に集中するこ

とから財務体質面において年度期中に資金繰りが悪化する傾向にあり、この状況を改善す

る必要が同時に生じております。金融機関からの借入調達による改善も検討致しましたが、 

銀行借入などの間接金融による資金調達は、当社の現状を考慮すると非常に厳しい状況に

なっております。 

一方、直接金融市場でも公募増資による資金調達は、５期連続の赤字決算になっている

などの当社の状況、さらには株式市場の現状を勘案しますと、増資が成立する可能性は低

いものと考えざるを得ません。 

また、新株予約権付権社債などにつきましては、株主や投資家の皆様方に複雑なスキー

ムの有価証券による調達ですと不透明感を与える可能性が高いと判断いたしました。 

 以上のような理由を踏まえ、当社の現状、金融状況、マーケット環境等を総合的に勘案

し、今回、第三者割当増資による資金調達を選択いたしました。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

     調達額    149,995,000円 

     発行手数料   3,000,000円 

     差引手取額  146,995,000円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

①  既存事業関連資金          53 平成 22年 10月より 

平成 23年３月 ②  新規事業関連資金         94 

※ 支払予定時期まで、銀行預金で運用いたします。 
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月別充当資金 

支払時期 支払総額 内新規事業 

関連人件費 

内新規事業 

関連運転資金 

内既存事業 

関連人件費 

内既存事業 

関連運転資金 

平成 22年 10月 33百万円 3百万円 21百万円 3百万円 6百万円 

平成 22年 11月 23百万円 3百万円 11百万円 3百万円 6百万円 

平成 22年 12月 24百万円 3百万円 12百万円 3百万円 6百万円 

平成 23年１月 21百万円 3百万円 10百万円 3百万円 5百万円 

平成 23年２月 23百万円 3百万円 11百万円 3百万円 6百万円 

平成 23年３月 23百万円 3百万円 11百万円 3百万円 6百万円 

合 計 147百万円 18百万円 76万円 18百万円 35百万円 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

 

 上記の差引手取概算額 147 百万円は、自己資本の増強による財務基盤の強化を図ること

を目的として、昨年度より推進してきましたシナジーのある新規事業（自治体クラウド基

盤構築事業、関連物販事業、民間企業向け IT顧問事業、人材派遣事業など）が今年度に入

り成約に至り始めましたことから、これに係る運転資金（人件費、営業経費、買掛金支払

など）に充当していきます。 

また、従来からの中央官庁・地方自治体・独立行政法人を中心とした既存事業の IT関連

のコンサルティング業務に関しましては、受注競争の激化などの悪環境の中で、当社は昨

年度以上の受注を獲得することができています。これをさらに拡大するために、本社にお

ける人員増や関西以西のコンサルティング業務に注力するため、関西事務所の増床及び人

員増をおこなっています。資金の使途として、それに伴う出張費用などの営業経費、特に

関西支社における関西以西の案件対応など積極的に推進していくための運転資金に充当し

ていく予定です。 

平成 22 年 10 月中旬に自治体クラウド基盤構築事業に係る買掛金の支払（新規事業関連

運転資金）などによる資金不足が 2,600 万円程度生じますので、先ずその支払の一部に充

当します。それ以降の資金の使途に関しましてはキャッシュフロー状況を勘案しながら新

規事業および既存事業に係る運転資金（人件費、営業経費、買掛金支払など）に充当して

いくことといたします。安定的な収益体質へ向けた企業価値の向上により、株主並びに投

資家の皆様に貢献できればと考えます。 

 

６．発行条件などの合理性 

 

（１）発行価額の算定根拠及びその具体的内容 

 

 本第三者割当増資の発行価額につきましては、本第三者割当増資に係る発行決議日の直

前営業日である平成 22 年９月 22 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終

値の金額である 11,450円といたしました。 
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 払込金額の算定にあたって、本第三者割当増資に係る発行決議日の前営業日の当社普通

株式の終値を算定の基準としたのは、当社の株価は、昨年 12月の安値 3,300円から急激に

上昇し、一時 25,000円の高値をつけました。その後は急伸に対する反動や円高などの市況

環境の影響と思われる売り圧力に押されつつも、この２ヶ月の間株価は、11,000 円台から

15,000円台で一定水準を維持している状況が続いております。 

以上の理由から、当社の株価の適正な水準を判断するに当たり、現時点での株価が客観

的に見て、市場を反映していると考えております。直前営業日の終値を基準とする方が算

定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためであります。 

 なお、発行決議日の直前営業日（平成 22 年９月 22 日）における株式会社東京証券取引

所の当社普通株式終値は、11,450 円、発行決議日の直前営業日から遡る直近 1 ヶ月及び 3

ヶ月、6ヶ月における終値の単純平均は、それぞれ 12,179円（1ヶ月平均）、12,563円（3

ヶ月平均）、12,107円（6ヶ月平均）となっており、今回の発行価額は、1ヶ月平均に対し

ては、5.98％のディスカウント、3ヶ月平均に対しては、8.86％のディスカウント、6ヶ月

平均に対しては、5.43％のディスカウントとなります。 

 いずれの比較においても 10%未満でありますことから、かかる発行価額については、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」の原則に準拠したものであり、

会社法第 199 条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないと判断しておりま

す。 

 また、当社監査役全員は、払込金額が割当先に特に有利ではないことに係る適法性に関

する意見として、以下のとおり表明しております。 

「平成 22 年９月 24 日開催の当社取締役会において決議した第三者割当による新株式の発

行価額は、算定根拠に合理性がみられ、会社法第 199 条第３項に規定されている特に有利

な発行には該当しないと判断する。」 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

 本第三者割当増資による発行新株式数 13,100 株に係る議決権数 13,100 個は、現在の総

議決権個数 65,283個に対する比率は 20.07％の株式の希薄化が生じます。 

また、本第三者割当増資の調達金額は、資金不足が生じますことから、当社の今後の運

転資金及び将来の発展のために必要最小限であり、「２．第三者割当による新株式の発行の

目的及び理由」に記載のとおり、これからの当社にとって必要な資金の額です。この調達

資金は、自己資本の増強による財務基盤の増強を図ることを目的として、昨年度より推進

してきました新規事業（自治体クラウド基盤構築事業、関連物販事業、民間企業向け IT顧

問事業、人材派遣事業など）が今年度に入り成約に至り始めましたことから、これに係る

運転資金（人件費、営業経費、買掛金支払など）に充当いたします。また、従来からの中

央官庁・地方自治体・独立行政法人を中心とした既存事業の IT関連コンサルティング業務

に関しましては、受注競争の激化などの悪環境の中で、受注を伸ばしております。これを

さらに拡大するために、本社における人員増や関西以西のコンサルティング業務に注力す

るため、関西事務所の増床及び人員増を行っています。資金の使途として、それに伴う営

業経費、特に関西支社における関西以西の案件対応など積極的に推進していくための運転
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資金に充当していく予定です。 

これらのことをとおして、当社の業績を回復させ、赤字体質から脱却し、営業収益を常

に計上できる体質への転換を図ることにより、企業価値の向上を実現することが既存株主

及び投資家への真の貢献と考えております。 

 

７．割当先の選定理由など 

 

（１）割当先 

（１） 氏    名 梶 弘幸 

（２） 住    所 東京都中央区 

 

（３） 上 場 会 社 と 

    当該個人の関係 

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、当社の株式を  

35.11％（22,927株）を所有しておりますが、その他において記載すべ

き人的関係・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。    

 

（１） 氏    名 和田 洋 

（２） 住    所 東京都渋谷区 

 

（３） 上 場 会 社 と 

    当該個人の関係 

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、当社の株式を  

8.26％（5,393株）を所有しておりますが、その他において記載すべき

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。    

 

（１） 氏    名 恩田 饒 

（２） 住    所 東京都港区 

 

（３） 上 場 会 社 と 

    当該個人の関係 

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、当社の株式を  

5.68％（3,708株）を所有しており、当社の代表取締役であります。そ

の他の人的関係・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。    

※ なお、当社は、割当予定先各位が、反社会的勢力ではないとともにそれらの勢力と一切関係ないこと

につきまして、外部調査機関の株式会社東京エス・アール・シー（東京都新宿区西新宿 4-32-13）にお

ける調査結果報告書を取得しており、また、割当予定先各位が反社会的勢力ではないとともにそれら

と一切関係ないことについての確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しております。 
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（２）割当先を選定した理由 

 ①前回平成 21年 11月 24日の第三者割当増資について 

  当社は「業務・システム最適化ソリューション事業」を主要業務として行っておりま 

す。同事業は、主に中央官庁・地方自治体・独立行政法人を顧客としております。しか 

し、中央官庁などの当社の顧客は、業務の発注に際し、入札制度を採用しており、厳し 

い受注競争を強いられました。その結果、平成 16年 12月期以降、平成 18年３月期にお 

ける決算期変更による３ヶ月決算期を除き、平成 21年３月期まで４期連続の営業損失を 

計上するなど厳しい状況が続いていました。 

  このような状況の中で、資金不足が生じることとなり、平成 21年 11月に、当社は資 

金調達の手段として、当社の現状、金融状況、マーケット環境などを総合的に勘案し、 

第三者割当増資による新株式の発行を選択致しました。 

  割当先は、梶弘幸氏（当社の株式を当時 2,927株保有）、和田洋氏（当社の株式を当時 

1,757株保有）、平成 21年９月に当社の COOに就任した恩田饒氏（当社の株式を当時 

72株保有）の三氏であり、梶弘幸氏には、20,000株（110,000,000円）、和田洋氏には、 

3,636株（19,998,000円）、恩田饒氏には、3,636株（19,998,000円）の割当を行ってお 

ります。 

 なお、恩田饒氏が当社の COOになった経緯は、当社の代表取締役になる前段階として 

COOに就任したものであります。当社の株式 72株の保有に関しましては、従来から株 

式投資を行っており、市況をみながら購入したものであります。 

  梶弘幸氏、和田洋氏が当社の株主になった経緯は、平成 18年８月に当社がモイス研究 

所株式会社を株式交換により子会社化した際に、モイス研究所株式会社の株主であった 

両氏が、当社の株主になったことによります。 

  割当先に選定した理由は、上記のような関連から、当社の将来の企業価値の向上の施 

策を理解し、協力していただけるという観点で、梶弘幸氏、和田洋氏を選定しました。 

 また、梶弘幸氏、和田洋氏からは、恩田饒氏自らが出資をすることが条件ということ 

から恩田饒氏を選定した経緯があります。 

  当社は、４期連続の営業損失を計上し、当時の経営体制では黒字化も難しく、会社が 

 もたないとの梶弘幸氏を中心とした大株主の意向を受けて、当社の取締役会が判断した 

ため、平成 21年 11月に、宇田川一則氏から恩田饒氏に代表取締役が交代致しました。 

恩田饒氏は、平成 20年４月まで、代表取締役を務めておりましたジャスダック市場上 

 場会社の株式会社シーマの立て直しに成功した実績などを買われて当社の代表取締役に 

 就任したものであります。 

 

 ②今回の第三者割当増資について 

当社は、この代表取締役の交代を機に役職員の給与、賞与の大幅な減額や事務所経費 

などを含む経費の削減など大幅なコストの削減と経営の見直しに積極的に取組んでまい 

りました。 

しかし、財務面においては、当社の主要顧客の公共機関に対する売掛金の現金化が翌 

年度の４月に集中することから、年度期中に資金繰りが悪化する傾向にあり、この状況 
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を改善する必要が同時に生じておりました。 

 また、当社として、主要顧客である中央官庁・地方自治体・独立行政法人に対して、 

従来、入札応募を主体とした営業であったものを積極的に当社から営業推進していくこ 

ととし、今後成長力の高い企業にしていくためには、民間分野へのコンサルティングを 

広げていくこととシナジーのある新規事業へ進出していく必要があると考えており、そ 

のための財務基盤の強化が課題となります。 

金融機関からの借入調達による改善も検討いたしましたが、平成 16年から５期連続の 

営業損失を計上していることから国内金融機関の新たな借入が厳しい状況であります。 

また、公募増資による資金調達におきましても、上記の理由などより、株式市場の現 

 況から勘案して、増資が成立する可能性は低いものと考えざるを得ません。その他、新 

 株予約権付社債につきましては、株主や投資家の皆様方に複雑なスキームの有価証券に 

 よる調達ですと不透明感を与える可能性が高いと判断し、結果として、今回、普通株式 

 の第三者割当による資金調達を選択いたしました。 

平成 22年６月初旬より当社の代表取締役が資金調達の相手先を絞り、上場企業や証券 

会社など数社と交渉してまいりましたが、上記のような理由からどこも引受に応じてく 

れるところがなく、最終的な判断として、本第三者割当増資にあたり、当社の現在の経 

営状況、経営方針、将来の企業価値の向上につながる施策を理解して、協力していただ 

けるという観点から、当社の既存大株主である梶氏、和田氏と平成 22年８月中旬から交 

渉を開始し、８月中に割当予定先として選定いたしました。割当先を検討する中で、前 

述のような当社の業績から法人としては、ハーモニーグリーン株式会社は増資に応じに 

くく、個人としての引受を依頼せざるを得ませんでした。 

また、当社の将来の企業価値の向上のために必要な財務面の補強の必要性を説明する 

など、平成 22年９月初旬に、既存大株主の梶氏、和田氏との折衝の中で、引受けに際し 

ては、経営者として当社の業績向上への経営手腕の発揮と経営責任を明確化することを 

前提にして、代表取締役恩田饒氏も出資することが条件との結論になりました。また、 

発行価額の総額を 150百万円といたしました。 

 梶氏、和田氏両氏は、株式会社ハーモニーグリーン（東京都千代田区丸の内一丁目） 

に在籍しており、株式会社ハーモニーグリーンは平成７年 12月に設立され、和田氏が代

表取締役に、梶氏が取締役会長に就任しております。事業内容といたしましては、化粧

品・健康飲料の製造販売が主事業の非上場会社であります。梶弘幸氏、和田洋氏と恩田

饒氏との関係としては、平成 21年７月に投資ファンドの運営会社フレンドリー・パート

ナーズ株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目）の代表取締役である古川勝博氏からの

紹介によるものであります。 

 古川勝博氏と恩田饒氏は同じ大和証券出身で旧知の中であり、古川勝博氏が恩田饒氏

の株式会社シーマなどの実績を知っていて、当社の顧問として推薦しようとの判断から

紹介にいたりました。 

  割当予定先である梶弘幸氏については、当社の主要株主であり、現在は、経営から退

きましたが、平成 20年１月に実施しましたクラフトフィナンシャルホールディングス株

式会社による株式公開買付けより株主数基準に抵触したためジャスダック証券取引所か
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ら上場廃止となりました薬局・薬店の経営、医薬品の販売を営むクラフト株式会社（東

京都千代田区麹町五丁目）の創業者でもあります。同氏は、長年企業経営に携わってこ

られ、当社が平成 18年当時、医療分野への進出を模索していたときに、医療分野におけ

るアドバイスを受けるなど、当社の事業をよく理解していただいております。 

また、当社の代表取締役恩田饒氏の売上増につながる施策などの経営手腕を評価して

いただいていることもあって、当社の経営に関して的確なアドバイスが期待できると共

に、当社の主要業務である ITコンサルティング業務に関しましても、同氏がクラフト株

式会社の業務の一環としてコンサルティング業務を従前取進めていた経緯から、経験則

を活かしたサポートも期待できると考えております。 

  同じく和田洋氏については、当社の大株主であると同時に、化粧品・健康飲料の製造

販売を営む企業（ハーモニーグリーン株式会社）の経営者として、プライバシーマーク

の取得やオンラインショッピングの開始など、着実な経営展開を行って実績を上げてい

る経営者であります。梶氏同様、当社の代表取締役恩田饒氏の経営手腕及び経営実績に

対する評価もあり、当社の企業価値の向上に協力的であることから、当社の経営に的確

なアドバイスを期待しております。当社は、ハーモニーグリーン株式会社の関係会社（薬

局・薬店の経営、医薬品の小売業）と取引の実績（IT 顧問契約）もあり、人的な紹介な

どの営業的な支援も期待しております。 

  同じく恩田饒氏については、平成 21年 11月 20日開催の臨時株主総会及び同日開催の 

 当社取締役会議にて、代表取締役に選任され、当社の経営に従事しております。上記記 

 載のとおり、梶氏、和田氏への割当の条件になったこともあり、株式を引き受けること

により、当社の業績向上への経営手腕の発揮と経営責任を明確化し、経営の見直しを実

践するためにも割当先に選定いたしました。 

  当社は、割当予定先が、反社会的勢力ではないとともにそれらの勢力と一切関係ない

こととにつきまして、外部調査機関の株式会社東京エス・アール・シー（東京都新宿区

西新宿 4-32-13）による調査結果報告書を取得しております。 

  

（３）割当先の保有方針 

  当社は、各割当予定先から、今回の当社株式の取得は、中長期の保有方針である旨の 

説明を受けております。当社は、各割当予定先に対し、払込期日より２年間以内に当該 

新株式の一部または全部を譲渡した場合には、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、譲渡の方法などを直ちに当社へ書面により報告 

すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該 

報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書の発行を依頼する予 

定です。恩田饒氏からは払込期日から２年間は売却しない旨の確約を得ております。 

  また、昨年引受の株式も現時点において継続保有されております。 

 

（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 

  当社は、各割当予定先の払込みに要する資金について、割当予定先の梶弘幸氏、和田 

洋氏より自己資金を充当する旨の報告を受け、恩田饒氏よりは梶弘幸氏からの借入によ
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る旨の報告を受けるなど、財産状況につき聴取すると同時に、各割当予定先の預金通帳

を閲覧することによって確認いたしました。梶弘幸氏と恩田饒氏の金銭消費賃借契約の

内容は、金額 2千万円、返済期日平成 24年 9月 20日、利率は年 1％、担保は自宅物件

として平成 22年 9月 21日に締結しております。 

また、和田洋氏、恩田饒氏からは預金通帳の写しを受領し、梶弘幸氏からは、残高証

明書の写しを受領しております。さらに、当社は、引受に係る払込みを行うに十分な資

金を保有している旨を保証した書面を受領する予定です。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 22年３月 31日現在） 募集後 

梶弘幸               35.12％ 梶弘幸               41.51％ 

(株)エイチジーシステム        8.85％ 和田洋                9.11％ 

宇田川一則              8.74％ (株)エイチジーシステム        7.37％ 

和田洋                8.26％ 宇田川一則              7.28％ 

恩田饒                5.68％ 恩田饒                6.96％ 

青木保一               3.74％ 青木保一               3.12％ 

FPマネジメント(株)         2.32％ FPマネジメント(株)          1.93％ 

内田清治               1.53％ 内田清治               1.27％ 

高橋直之               1.03％ 高橋直之               0.86％ 

宇田川由紀子             0.70％ 宇田川由紀子             0.58％ 

注）募集後の大株主及び持株比率に関しましては、平成 22年３月 31日現在の株主名簿をもとに記載して 

おります。 

 

 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数    －株 

 平成 22年３月 31日現在の発行済株式総数           65,283株 

 

９．企業行動規範上の手続き 

 本第三者割当増資による発行株式数 13,100 株に係る議決権数 13,100 個は、現在の総議

決権個数 65,283 個に対する比率は 20.07％に相当し、希薄化率が 25.00％未満であり、株

式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規則第 432条及び同施行規則 435条の２に照

らし、また、支配株主が生じるものでもないことから、第三者委員会の設置および意見の

入手の手続きは要しません。 

 

１０．今後の見通し 

 

 本第三者割当増資による調達資金は、運転資金に充当します。また、新規事業の推進の

ための資金に充当いたしますが、これらのことをとおして、当社の業績を回復させ、赤字

体質から脱却し、営業収益を常に計上できる体質への転換を図ることにより、企業価値の

向上を実現することが既存株主及び投資家への真の貢献と考えております。本第三者割当
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増資による平成 23年３月期以降の業績に与える影響については、現在精査中であり、明ら

かになり次第速やかにお知らせいたします。 

 

  

１１．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成 20年３月期 平成 21年３月期 平成 22年３月期 

連 結 売 上 高 1,181百万円 543百万円 284百万円 

連 結 営 業 利 益 △391百万円 △174百万円 △190百万円 

連 結 経 常 利 益 △418百万円 △235百万円 △209百万円 

連 結 当 期 純 利 益 △1,757百万円 2百万円 △237百万円 

1株当たり連結当期純利益 △46,238.44円 59.17円 △4,998.33 

1株当たり配当金 ― ― ― 

1株当たり連結純資産 2,812.64 4,205.27 1,684.31 

注）平成 22年３月期業績に関しては、下期より子会社の吸収合併を実施したことから単体での業績を記載 

しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 22年８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 65,283株       100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

 

448株 

 

       0.69％ 

 

（３）最近の株価の状況 

 

  ① 最近３年間の状況 

 平成 20年３月期 平成 21年３月期 平成 22年３月期 

始 値 76,000円 19,700円 6,710円 

高 値 96,000円 25,000円 9,430円 

安 値 18,400円 3,050円 3,380円 

終 値 22,500円 6,650円 5,500円 

 

  ② 最近 6ヶ月間の状況 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始 値 6,890円 5,600円 21,630円 12,200円 9,500円 14,810円 

高 値 7,190円 25,000円 21,640円 13,220円 17,150円 18,400円 
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安 値 4,850円 4,780円 10,400円 9,050円 9,210円 12,150円 

終 値 5,500円 17,630円 12,500円 9,500円 15,800円 13,200円 

   

 

③ 発行決議前日における株価 

 平成 22年９月 22日 

始 値 11,800円 

高 値 11,800円 

安 値 11,450円 

終 値 11,450円 

 

（４）最近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

 ・第三者割当増資 

発  行  期  日 平成 21年 11月 24日（火） 

調 達 資 金 の 額 144,996,000円（差引手取額） 

発  行  価  額 5,500円 

募集時における発行済

株式数 

38,011株 

当該募集による発行株

式数 

27,272株 

募集後における発行済

株式総数 

65,283株 

割   当   先 梶弘幸氏、和田洋氏、恩田饒氏 

発行時における当初の

資金使途 

運転資金、新規事業進出への資金 

発行時おける支払予定

時期 

平成 21年 12月より平成 22年３月 

現時点における充当状

況 

全額充当 

 

１２．発行要項 

 

（１）発行新株式数     普通株式  13,100株 

（２）発行価額       1株につき  11,450円 

（３）発行価額の総額          149,995,000円 

（４）資本組入額      1株につき  5,725円 

（５）資本組入額の総額         74,997,500円 

（６）募集又は割当方法   第三者割当増資による 
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（７）申込期間       平成 22年 10月 10日(日)から 

              平成 22年 10月 11日(月) 

（８）払込期日       平成 22年 10月 12日(火) 

（９）割当先及び株式数   梶 弘幸氏   9,606株 

              和田 洋氏   1,747株 

              恩田 饒氏   1,747株 

 

 

以上 


