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株 主 各 位
東 京 都 台 東 区 蔵 前 三 丁 目 ６ 番 ７ 号
株 式 会 社 ジ オ ネ ク ス ト

代表取締役社長 浅 井 克 仁

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年12月24日（水曜日）午
後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日 時 平成26年12月25日（木曜日）午前11時

2. 場 所 東京都台東区蔵前四丁目14番６号

台東区立環境ふれあい館ひまわり　７階会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください｡ ）

3. 目的事項

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

第３号議案 取締役２名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレ

ス http://www.geo-nx.com/ir/news.html)に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
第１号議案　定款一部変更の件

１.提案の理由

(1)今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業

目的を追加するものであります。

(2)当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現

行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の105,900,000株から

159,000,000株に変更するものであります。

２.変更の内容

  変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第１章　総則 第１章　総則

（目的） （目的）

第２条（条文省略） 第２条（現行どおり）

（１）～（54）（条文省略） （１）～（54）（現行どおり）

（55）地熱、温泉熱、工業排熱等の未活用熱

エネルギーを有効利用した事業及びそ

のコンサルタント業務

（55）地熱、温泉熱、太陽光、工業排熱等の

再生可能エネルギー等を有効利用した

事業及びそのコンサルタント業務

（新設） （56）再生可能エネルギー発電設備及びシス

テム、その関連商品の設計、施工、仕

入、販売、賃貸、リース、管理及び保

守

（56）～（65）（条文省略） （57）～（66）（現行どおり）

第２章　株式 第２章　株式

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、

105,900,000株とする。

第６条　当会社の発行可能株式総数は、

159,000,000株とする。
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第２号議案　第三者割当による新株予約権発行の件

　本議案に係る新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行につきましては、特に有利

な条件で発行するものではございませんが、本新株予約権の発行によって潜在株式数の増加に伴

う希薄化率が25％以上であることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定

める「株主総会決議などによる株主の意思確認」に係る手続きとして、第三者割当による本新株

予約権の発行について、株主の皆様にご承認をお願いするものであります。

１．第三者割当による新株予約権の発行の目的及び理由

(1)募集の経緯

　わが国の経済は、政府による経済対策や日銀の金融政策を背景に円安・株高が継続し、主に輸

出企業を中心に景気は回復基調で推移しております。当社グループが属する情報サービス産業に

おいては、企業や行政・自治体での更なる事業継続のための取り組みやIT利活用が進むことに加

え、政府の新成長戦略の効果により、市場規模の緩やかな拡大が期待されております。

　このような経営環境の中で、当社グループは連続赤字からの脱却を一刻も早く実現し、安定し

た収益基盤の構築と持続的な事業の拡大を目指すべく、既存事業であるIT関連事業及び環境事業

の強化に加え、本事業年度よりヘルスケア事業及び再生可能エネルギー事業の2事業を新たに開始

いたしました。

　当社グループは、営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスが8期継続しておりま

す。また、平成26年第3四半期連結累計期間においても営業損失86,723千円を計上しており、当該

状況により、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おります。

当社はこうした状況を解消すべく、中期経営計画に沿って引き続き経営の効率性を高めていくと

ともに、収益性の改善を図ることが急務であると考えております。

(2)平成25年11月8日に決議した増資の状況

　当社は、平成25年11月8日に第三者割当による新株式及び新株予約権発行決議を行い、平成25年

12月25日に差引手取額約175百万円の増資を実施いたしました。また、差引手取額約296百万円の

新株予約権を発行し、平成26年3月31日までに新株予約権5,263個の内、5,263個全てが行使され、

差引手取額約296百万円の増資を実施いたしました。新株式発行による差引手取額と合算して差

引手取額約471百万円の増資であります。

　この増資のうち新株式発行により調達した資金175百万円は、IT関連事業と環境事業の運転資金

に約20百万円、未払金・預り金の返済に約50百万円、環境事業におけるCRMシステムの開発に約3

百万円、再生可能エネルギー事業の運転資金に約40百万円、ヘルスケア事業の運転資金に約30百

万円、単元株制度採用に係る単元未満株式買取資金及びその手数料等に1百万円、合計約144百万

円を充当し、収益基盤の強化を進めております。残金約31百万円につきましては、計画通りに環

境事業及びヘルスケア事業への投資、単元株制度採用に係る単元未満株式買取資金及びその手数

料等に充当する予定であります。

　平成26年3月31日までに新株予約権の行使により調達した資金296百万円は、IT関連事業におけ

る事業拡大費用に約20百万円の投資を行い、収益力の強化と今後の収益確保のための新製品を市

場に投入しております。また環境事業の事業拡大費用に5百万円、再生可能エネルギー事業の運転

資金に6百万円、設備投資資金に80百万円、ヘルスケア事業の運転資金に50百万円を充当いたしま

した。残金約135百万円につきましては、計画通りにIT関連事業、環境事業、再生可能エネルギー

事業、ヘルスケア事業へ投資する予定であります。
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　平成25年11月8日に決議した増資により調達した資金を充当して、IT関連事業におきましては、

平成26年3月にクラウドサービス上のサーバを容易に管理することができる新製品Turbolinux 

Appliance Server 4.0の販売を開始いたしました。再生可能エネルギー事業におきましては、平

成26年2月4日に日本地熱発電株式会社を設立、平成26年6月には地熱・温泉バイナリー発電を行う

ための発電用地を取得いたしました。ヘルスケア事業におきましては、平成26年5月16日に株式会

社遺伝子治療研究所を設立し、国立大学法人東京大学(以下「東大」という。）、学校法人自治医

科大学(以下「自治医大」という。）等と筋萎縮性側索硬化症（以下「ALS」という。）などの難

病疾患に対する遺伝子治療の共同研究を開始しております。また、平成26年7月31日には、調剤薬

局事業を営む株式会社仙真堂を設立いたしましたが、平成26年12月に仙真堂薬局の第一号店を青

森県八戸市において開業いたしました。

　これらの新規事業の開始及び既存事業における新製品の投入は、当社が重要課題として掲げて

いる「顧客基盤の拡大」「成長戦略に不可欠な人材の確保及び協力会社の活用」に取り組むため

の土台となり、成長戦略の実現に寄与しております。

(3)平成26年8月1日に決議した増資の状況

　当社は、平成26年8月1日に第三者割当による新株式発行決議を行い、平成26年8月18日に差引手

取額約857百万円の増資を実施いたしました。この増資により調達した資金は、IT事業における研

究開発費として約10百万円、環境事業における運転資金として約5百万円、再生可能エネルギー事

業に420百万円(発電所用地購入に80百万円、出力260kW発電設備一式の購入代金として340百万円)、

ヘルスケア事業の先端医療関連事業分野において研究開発費用として約12百万円、調剤薬局事業

分野で店舗開発費用として200百万円を充当いたしました。残金約210百万円につきましては、計

画通りにIT関連事業、再生可能エネルギー事業及びヘルスケア事業への投資、環境事業の運転資

金に充当する予定であります。

　平成25年11月8日並びに平成26年8月1日に決議した増資において調達した資金の支出予定時期

は終了しておりませんが、本新株予約権の発行及び行使により調達する資金を、地熱・温泉バイ

ナリー発電所拡充のための設備投資、調剤薬局のさらなる開設、先端医療関連事業分野における

医療センターの建設などに充当し、当社の成長戦略の実現と、株主利益の 大化を図り企業価値

の向上を目指してまいります。

(4)当社の事業の現状及び今後の計画

　当社グループの事業は、①Webソリューションの提供やITインフラの開発・販売などを行うIT関

連事業、②ビル・建物等のメンテナンスサービスなどを行う環境事業、③地熱・温泉バイナリー

発電などを行う再生可能エネルギー事業、④先端医療の早期実用化を目指す研究開発、医薬品・

サプリメントの開発・販売及び調剤薬局運営などを行うヘルスケア事業という4つの事業で構成さ

れております。

①IT関連事業

　当社グループのIT関連事業は、情報システムの主要レイヤーのソフトウェア(基本ソフトウェ

ア、ミドルウェア)及び構築プロセスの設計、開発、導入、運用を支援する商品サービスを提供

しております。また基本方針として、規模拡大による価格競争市場を対象とするのではなく、付

加価値のある商品サービスを提供することにより、それらの利用による顧客価値を創造する取り

組みを行うこととしております。
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　ITインフラ分野では、当社子会社であるターボリナックス株式会社が開発・販売する

Turbolinux OS（基本ソフトウェア及びミドルウェア）製品に加えて、平成26年3月に他社基本ソ

フトウェアを管理することが可能であるTurbolinux Appliance Server 4.0の販売を開始しまし

た。この製品は、データセンター事業者やホスティング事業者が提供しているサービスに多く利

用されている無償基本ソフトウェアであるCentOSも簡単に管理することができ、サーバ管理者の

負荷軽減を実現し、さらにサーバ利用者の利便性を向上することができる機能を有しています。

また、この製品はオンプレミス、レンタルサーバ・VPS、クラウドといった運用形態に関係なく、

利用者はメリットを享受することができます。今後は製品機能強化に加えて、協業企業と連携す

ることによる付加価値向上を実現し、販売チャネルを製品特性や対象市場に合わせて強化するこ

とにより、拡販を図る計画であります。また、平成26年2月には、大型液晶ディスプレイにタッ

チセンサーを搭載したスマートデバイスである「電子黒板plnus」の販売を開始し、これに関連

するデジタル・サイネージを実現する商品の提供を開始しました。今後、ネットワーク・インフ

ラの高速化とハードウェアの性能向上に伴い、大容量のデータが様々なハードウェア間で流通

し、その大容量データのひとつが映像コンテンツであると予想されます。こうした状況下、当社

におきましてはハードウェアの性能と映像コンテンツの品質を100％引き出すための高品質なソ

フトウェア技術が必要になると予想しており、映像処理に特化したソフトウェア技術の開発を行

う予定であります。

　Webソリューション事業においては、ソフトウェア(ミドルウェア)製品やWebシステムを構築す

るための設計から運用を支援するサービスを提供しており、コネクト株式会社が当社グループの

傘下となった平成18年以前から販売している米国Zend Technologies社のゼンド製品及び米国

Oracle社のMySQLに加え､平成25年から販売を開始しているビッグデータを支えるNoSQLデータシ

ステムであるCassandraのサポートサービス及び情報システムの品質を管理するAPMソリューシ

ョン等、顧客ニーズを満たす新製品を市場に継続投入することにより、当社グループの収益拡大

に貢献する予定であります。

　平成26年第3四半期連結累計期間におけるIT関連事業の売上高は、前述した新製品の販売を開

始いたしましたが、新規開発案件の受注が無かったこと等により前年同期比47％減の72百万円に

とどまり、営業利益は前年同期比60％減の24百万円となりました。

②環境事業

　当社グループの環境事業は、ビル建物等の総合的なメンテナンスサービスを行う環境メンテナ

ンス事業及び除染の請負等を行う復興支援事業の2事業から構成されておりましたが、平成26年

3月末に、物価上昇等によるコスト増により採算が悪化した復興支援事業からの撤退を決定いた

しました。

　平成26年第3四半期連結累計期間における環境事業の売上高は、復興支援事業撤退の影響によ

り前年同期比37％減の130百万円となり、営業利益は前年同期比42％減の16百万円にとどまりま

した。

　ビル建物等のメンテナンスサービスは労働集約型産業であるため、今後は、ビル管理に精通し

た人員を確保するとともに、IT関連事業と連携してIT化を進めることにより業務の効率を上げ、

さらには業務範囲の拡大を進めて安定したストック・ビジネスの事業基盤強化を図ってまいりま

す。
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③再生可能エネルギー事業

　当社グループは、収益性の改善及び事業の拡大を目的として平成26年度より再生可能エネルギ

ー事業を開始いたしました。複数ある再生可能エネルギーではありますが、当社グループにおき

まして様々な角度から検討した結果、環境への影響、発電ポテンシャルや事業採算・継続性など

を考慮して、日本国内に多数存在する温泉資源を活用した地熱・温泉バイナリー発電事業を中心

に事業を推進することとし、平成26年2月4日に日本地熱発電株式会社及び平成26年11月25日に再

生可能エネルギー全般に係るコンサルティング事業を中核とするエリアエナジー株式会社を設

立いたしました。

　再生可能エネルギー事業に関しては、平成24年7月1日に、わが国における新エネルギーの普及

拡大と価格低減を目的として再生可能エネルギーで発電された電気を一定期間、一定の価格で電

気事業者が買い取ることを義務付ける「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」（以下、「FIT」

という。）が開始されており、政府もその普及促進を目指しております。

　当社グループは、九州電力株式会社が地熱発電所を展開している鹿児島県指宿市山川地区にお

いて、平成26年6月に地熱・温泉バイナリー発電の熱源となる源泉及び発電設備設置のための土

地を取得いたしました。また、平成26年9月には、この源泉及び土地に隣接する地域において、

他の源泉・土地を取得し、出力260kWの発電機及び周辺機器一式を発注し、平成26年10月には同

じく出力260kWの発電機を2台発注いたしました。現在、源泉の拡張掘削、発電機設置のための土

地造成などを実施中であり、平成27年の早い時期に売電を開始する予定であります。

　平成26年9月24日に、九州電力株式会社より「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対す

る接続申込みの回答保留について」という発表があり、FITに基づいた再生可能エネルギーの受

け入れがどこまでできるかを見極める検討を行い、この間（数か月）、電力買取の申込に対する

回答を保留するとしております。ただし、この回答保留期間中においても、地熱発電の場合には

昼間に電力を系統へ流さない方策を提案する場合には、電力の安定供給に影響を及ぼさないこと

から、個別に協議ができることとされております。当社が計画中の発電所はこれに該当いたしま

すので、九州電力株式会社の決定は当社の事業計画に大きな影響を及ぼさないものと判断してお

ります。

　なお、再生可能エネルギー事業の業績は、平成26年第3四半期連結累計期間におきましては、

売電事業が始まっていないことから売上高計上には至らず、営業損失は19百万円となりました。

④ヘルスケア事業

(ア)先端医療関連事業分野

　当社グループは、平成26年5月に株式会社遺伝子治療研究所を設立し、先端医療関連事業を開

始いたしました。当該子会社の事業モデルは、これまで有効な根本治療が無い一方で患者数が

多くクリニカル・ニーズの高い疾病等に対する先端医療の早期実用化を目指すために、国内外

の大学や研究機関と共同研究を行っていくことに加え、遺伝子治療センターの国内全国展開、

及び海外展開を行い、難病等に対する遺伝子治療を自ら実施していくものであり、これらの事

業を通して同時に社会貢献も図っていくものであります。

　現時点では、東大、自治医大とALSの共同研究、及び韓国の遺伝子工学のバイオ企業である

ToolGen Inc.社(以下「ToolGen」という。)との血友病Aに関する遺伝子治療の共同研究を開始

しているほか、パーキンソン病の臨床研究、及びアルツハイマー病の前臨床研究を開始する予

定であります。当社はこれらの共同研究を通して、遺伝子導入製剤の薬事承認を取得し、遺伝

子治療センター及び遺伝子導入製剤の生産施設等の設置を検討し、遺伝子導入製剤の（製造）

販売を担っていく計画であります。これらの共同研究案件は、一般的な医薬品開発案件とは大
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きく異なります。遺伝子治療という新しい分野に取り組み、イノベーションの度合いが大きい

ため、開発途中で導出することなく、遺伝子治療の実施体制を自ら確立し、結果として高い収

益性を実現していく予定であります。当社グループが実施する共同研究は原則、厚生労働省の

認可に基づいたヒトでの臨床試験またはそれに準じるもので、早期に事業化を狙うものに絞り

込んでいく方針であり、パーキンソン病、アルツハイマー病、ALS、及び血友病等も、この方針

に合致した研究であります。パーキンソン病の第1相臨床試験は、共同研究先で既に実施したヒ

トでのPOC（Proof of Concept）も確立済みの臨床研究の再試験であるため、実施後速やかに第

2相臨床試験開始の準備に移行できる状況です。ALS及びアルツハイマー病に関しても前臨床で

は既にマウスによるPOCを確立済みで、安全性の確認を終え次第、第1相・第2相臨床試験へ速や

かに移行する準備を並行的に進めてまいります。これらの臨床試験は、先進医療制度を活用し

た有償試験として実施する予定であるため、 終的な薬事申請の前であっても、その自由診療

部分で一部事業化を果たすことが可能と判断しております。

　開発中の共同研究の技術的基盤は、自治医大の村松特命教授(株式会社遺伝子治療研究所取締

役兼務)の研究成果と、同氏が開発し株式会社遺伝子治療研究所が実施許諾権を有する、特異性

の高い遺伝子ベクター(改変AAV9/3)に関する特許(自治医大により申請中)であります。この遺

伝子ベクターは、遺伝子治療研究に適していることから、複数の大学等研究機関からアプロー

チがあり、今後におきましても、当該子会社において様々な疾患に対する遺伝子治療の共同研

究開発を推進していく予定であります。また、遺伝子治療とは別に、再生医療分野における共

同研究に関しても、共同研究契約締結の準備を継続していきます。

(イ)医薬品・サプリメント事業分野

　医薬品・サプリメント事業分野では、独自の商品開発を進めております。現在、 終処方決

定及びサンプル品による社内テストを実施中であり、開発検討中である製品を製造するための

製造委託契約締結、機能性安全性試験を経て、平成26年中に2種類程度、平成27年前半に3種類

程度のサプリメント販売を開始する予定であります。現在、開発検討中の製品は以下のとおり

であります。

①古来より高級薬膳食材として中国で珍重されている冬虫夏草を原料としたサプリメント

②黒大豆種皮ポリフェノールを成分としたサプリメント

③水溶性DHA・EPA高含有クリルオイルを成分としたサプリメント

④血管拡張作用の報告されているランペップ（卵白ペプチド）を成分としたサプリメント

⑤関節・軟骨ケアに有効な「三瀬鶏コラーゲン」を中心成分としたサプリメント

⑥吸収力の高いサポニン（発酵高麗人参由来）を主成分としたサプリメント

　これらの商品の販売チャネルは、ダイレクト・マーケティング（インターネットを活用した

販売等）及び、美容他各種クリニック等の医療機関での販売、業務提携先及び自社展開を行う

仙真堂調剤薬局店頭での販売も含め、マルチ・チャネルでの販売を計画しています。

(ウ)調剤薬局事業分野

　平成26年7月に株式会社仙真堂を設立し、大型病院の門前調剤薬局開発を目指しております。

当初は、特定地域に集中的に展開する地域ドメイン戦略により、認知度の向上及び経営リソー

スの効率的な共有・運用を行うことができるといった利点を追求していく予定であります。仙

真堂調剤薬局の立地選定に当たっては、業務提携を行うコンサルティング企業（日本メディケ

アホールディングス株式会社・本社東京都港区、及び、株式会社メディカルジャパン・本社東

京都新宿区）のアドバイスを受けながら進めており、平成26年12月に青森県八戸市にある八戸
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赤十字病院周辺で仙真堂薬局第一号店の営業を開始いたしました。また、第二号店は、同じく

青森県八戸市にある青森労災病院周辺において平成27年1月ないし2月の開業を目指して準備を

進めております。仙真堂調剤薬局は既存競合店と比較して、利用者の利便性の高い立地と、清

潔な店舗、患者顧客の視点に立った薬剤指導、明るい応対ができる新しい調剤薬局の店舗展開

を目指しており、上述の自社開発サプリメントの販売も行い、総合的な収益力を高めていく計

画です。店舗開発には、新規自社開発のほか、M&Aによる営業店舗の獲得も視野に入れておりま

す。なお、平成26年第3四半期連結累計期間におけるヘルスケア事業の業績は、各分野ともに売

上高計上には至らず、営業損失は17百万円となりました。

(5)資金ニーズ

　当社は安定した収益基盤を確保して事業を持続的に発展させるために、既存事業であるIT関連

事業及び環境事業の強化に加えて、再生可能エネルギー事業及びヘルスケア事業の立上げ拡大を

実現するために、次の資金ニーズを有しております。

　IT関連事業におきましては、今後のネットワーク・インフラの高速化とハードウェアの性能向

上に伴い、大容量のデータが様々なハードウェア間で流通することが予想される環境に対して、

ハードウェアの性能と高精細映像コンテンツの品質を100％引き出すための高品質なソフトウェ

ア技術を獲得するための研究開発資金が必要であります。

　再生可能エネルギー事業におきましては、既に発電用の源泉並びに発電所用地の確保は済んで

おり、今後は地熱・温泉バイナリー発電所を建設するため土地造成等の費用並びに発電設備購入

等のための投資が必要であります。

　ヘルスケア事業におきましては、先端医療関連事業分野では、臨床試験を実施していくための

研究開発や医療センター・生産施設建設のための投資が必要であります。また医薬品・サプリメ

ント事業分野においては、販売促進のための広告宣伝費を中心とした運転資金が必要であり、調

剤薬局事業分野では、大型病院の門前薬局を開発するための投資が必要であります。

　これらの資金ニーズを満たすことは、当社の企業価値の向上を実現し、既存株主の利益の向上

に繋がることと判断いたしております。換言しますと、当該資金ニーズを満たせない場合、安定

した収益基盤を確保して事業を持続的に発展することができないこととなり、中長期的には株主

利益の毀損に繋がると判断いたしております。

(6)新株予約権の第三者割当による資金調達を選択した理由

　現在までに、前述の資金ニーズを満たすことを目的として、既存株主様の希薄化を避けるため

に、金融機関からの間接金融による資金調達も検討してまいりましたが、前期まで8期連続営業赤

字であり、かつ資金返済の裏づけとなる営業キャッシュ・フローの赤字が8期続くという当社の業

績及び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あり、間接金融による資金

調達は極めて厳しい状況であります。したがって、直接金融による資金調達を検討する中、公募

による資金調達やライツ･オファリングも検討してまいりましたが、いずれも当社の現状の業績で

は実施が難しいと判断し、第三者割当にて資金を調達するべく割当先を探してまいりました。し

かしながら、8期連続での営業赤字及び営業キャッシュ・フローの赤字計上により、継続企業の前

提に関する重大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から、有利発行でなく且

つ中長期保有という当社の希望する条件での新株式発行による増資に応じていただける割当先を

見つけることはできませんでした。このような状況下、当社が必要とする調達金額の規模、割当

先のリスク、希薄化リスクなどを総合的に勘案した結果、新株予約権での資金調達を行うことと

いたしました。
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(7)新株予約権の発行リスク並びに特徴

①新株予約権の発行リスク

(ア)新株予約権の行使がなされなかった場合のリスク

　割当先は本新株予約権の行使に関して前向きな姿勢でありますが、万一割当先の資金手配が

何らかの要因で予定通り行われなかった場合には、本新株予約権の行使が行われないまたは予

定通りに行使が進まないリスクがあります。なお、当社は、割当先よりプライム･ブローカー

(割当先の資産を預かり信用供与や決済を行う金融機関)が発行した流動資産残高の写しを受領

しており、引受けに係る払込額相当の残高を有することを確認しております。また、当社株価

が行使価額を下回って推移している場合には、本新株予約権の行使が行われないリスクがあり

ます。このような状況となった場合には、十分な資金調達ができず、当社の事業計画に影響す

る可能性があります。このような事象が発生するリスクに備え、十分な資金調達を行えなかっ

た場合の経営戦略を予め準備し、調達リスクを低減いたします。

(イ)株主価値の希薄化リスク

　今回の第三者割当により発行される新株予約権に係る潜在株式数34,000,000株は、同新株予

約権の発行決議日である平成26年11月5日現在の発行済株式数39,890,380株(議決権数397,382

個)に対して85.23％（議決権ベースでは85.56％）となります。これは、現在の当社の発行済株

式数においては極めて大きな比率であり、大規模な希薄化を伴う恐れがあります。しかしなが

ら、本新株予約権の発行並びに行使により調達した資金は、当社の中期経営計画に沿って、新

規事業への投資に使用し、その結果として収益性改善及び財務体質の強化に繋がり、当社の企

業価値を向上させるため、将来的には既存株主利益の維持向上へ繋がるものと考えております。

(ウ)株主構成変動のリスク

　本新株予約権が大量に行使された場合には、大株主構成に変動が生じる可能性がありますが、

割当先は新株予約権を行使することによって入手する当社株式を長期で保有する意思がないこ

と並びに当社の経営に参加する意思がないことを確認しております。また現在の当社の大株主

である株式会社リゾート＆メディカル(持株比率48.80％、議決権比率48.99％、以下「R&M社」

という。)と割当先が共同で議決権を行使することはないということを口頭で確認しておりま

す。

②本新株予約権の特徴

(ア)行使価額及び対象株式数の固定

　本新株予約権は、その商品設計等について、市場の公平性や既存株主への配慮といった観点

からの懸念が示される価額修正条項付のいわゆるMSCBやMSワラントとは異なり、行使価額及び

対象株式数の双方が固定されていることから、既存株主様の株主価値の希薄化に配慮したスキ

ームとなっております。発行当初から行使価額は122円で固定されており、将来的な市場株価の

変動によって行使価額が変動することはありません。また、本新株予約権の対象株式数につい

ても発行当初から34,000,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式

数が変動することはありません。行使価額及び対象株式数が固定されていることから、本新株

予約権の発行及び行使による調達額は変動いたしません。したがって、本新株予約権の行使が

進まないリスクが顕在化しない限り、当社の事業戦略を推進していくために必要とされる資金

の確保が可能となります。
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(イ)譲渡制限条項

　本新株予約権は、割当先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付さ

れており、当社取締役会の承認がない限り、割当先から第三者へは本新株予約権のままでは譲

渡されません。

(ウ)取得条項

　本新株予約権には、以下の取得条項が付与されております。

「当社は、本新株予約権の割当日以降、いずれかの取引日において、株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額

の150％を上回った場合、または、50％を下回った場合において、当該連続する20取引日の 後

の取引日から起算して30日以内に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することを決

定したときは、取得日の20取引日前までに本新株予約権者に対する通知または公告を行うこと

により、当該取得日に、本新株予約権1個当たり122,000円の価額で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部また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。」

　株価が行使価格の150％超の水準が20日間連続した場合には、割当予定先の方針から考えて、

予約権を行使し、株式を市場で売却することを考えておりますが、割当先が予約権を行使しな

かった場合、当社の資金調達に支障が生じますので、行使をうながすために、この条項を付与

いたしました。また、株価が行使価格の50％未満という状況が20日間連続で続くという状況に

おいては、その後、株価が行使を期待できる水準までに回復するには、期間を要すると考えて

おります。したがって、その場合には、当社の資金調達が進まないということが想定されます

ので、本新株予約権を買戻し、新たなファイナンスの道を探るオプションを当社が保有しまし

た。

２．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)

新株予約権発行による調達額                     金41,480,000円

新株予約権行使による調達額                  金4,148,000,000円

発行諸費用(注1)                                金99,861,500円

新株予約権発行による差引手取概算額          金4,089,618,500円

(注1)発行諸費用は、登記費用14,663,100円、有価証券届出書作成費用約500,000円、割当予定

先調査費用約1,000,000円、新株予約権価格算定費用約1,000,000円、第三者委員会費用約

3,500,000円、臨時株主総会開催費用約2,000,000円、フィナンシャル・アドバイザー(FA)費用

約77,198,400円(内訳は、新株予約権が割当予定先に割当てられた時点で32,400,000円を支払

い、新株予約権の行使時に行使額の1％を支払う契約であり、全量行使の場合に44,798,400円)

が含まれます。なお、FAはEVOLUTION総研株式会社(東京都渋谷区渋谷3-20-24、代表取締役　シ

ョーン・ローソン)に依頼いたしました。
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(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 IT関連事業 10

　 研究開発費 10 平成27年１月～平成27年６月

② 再生可能エネルギー事業 1,500

　 発電設備開発費 1,500 平成27年１月～平成28年７月

③ ヘルスケア事業 1,829

 ③－1　先端利用関連事業分野 850

　　　　研究開発費用 450 平成27年１月～平成29年10月

　　　　医療センター・生産施設建設費 160 平成28年１月～平成28年10月

　　　　治験外注費 240 平成27年３月～平成28年12月

 ③－2　医薬品・サプリメント事業分野 29

　　　　運転資金 29 平成27年１月～平成27年12月

 ③－3　調剤薬局事業分野 950

　　　　店舗開発費用 950 平成27年１月～平成29年１月

④ 借入金返済 750 平成27年１月～平成29年９月

合計金額 4,089

　当社は平成26年8月1日に第三者割当による新株式発行により資金調達をいたしましたが、その

際には当社の中期的な資金ニーズを鑑みて、当該第三者割当に加えてノンコミットメント型のラ

イツ・オファリングによる資金調達を検討しておりました。しかしながら、ノンコミットメント

型ライツ・オファリングを取り巻く環境の変化により、当社の現状ではノンコミットメント型を

同時に実行するには時間を要すると判断し、当社は一刻も早く事業を進展させるべく、第三者割

当による新株式の発行を先行実施いたしました。その間、ライツ･オファリングの代替となる資

金調達手段を模索してまいりましたが、平成26年9月に、割当予定先であるEVO FUNDに当社の現

状及び事業計画、資金ニーズをご理解いただき、本資金調達にご協力いただくこととなりまし

た。

　当社は、本件増資により調達する手取資金につきましては、重点的に再生可能エネルギー事業

及びヘルスケア事業に対する事業資金及び設備投資資金として充当する予定でありますが、本件

増資は新株予約権という性格上、一時期に全資金を調達できるとは限りません。従いまして、資

金使途には優先順位があり、その優先順位は、(1)再生可能エネルギー事業における発電設備開

発費及び借入金返済、(2)ヘルスケア事業内の調剤薬局事業分野の店舗開発費用、(3)ヘルスケア

事業内の先端医療関連事業分野での研究開発費及び治験外注費、(4)同事業分野での医療センタ

ー・生産設備建設費、(5)医薬品・サプリメント事業分野での運転資金、(6)IT関連事業の研究開

発費であり、各事業における具体的な資金使途は以下のようになります。なお、当社の常勤の役

職員(除く監査役)は平成26年11月5日現在で17名、平成27年1月末には21名を予定しております

が、各事業を推進するにあたっては常勤職員の雇用のほか、非正規雇用社員の活用、協力会社の

活用、他社への業務委託などを活用してまいります。本件増資により調達する資金は支出予定時

期が長期に渡りますので、実際の支出時期まで銀行預金とし、安定的に管理してまいります。
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①IT関連事業

　今後、ネットワーク・インフラの高速化とハードウェアの性能向上に伴い、大容量のデータ

が様々なハードウェア間で流通し、その大容量データのひとつが映像コンテンツであると予想

されます。こうした状況下、当社におきましてはハードウェアの性能と映像コンテンツの品質

を100％引き出すための高品質なソフトウェア技術が必要になると予想しており、前回増資で調

達した資金のうち約30百万円を充当して映像処理に特化したソフトウェア技術の研究開発を行

っておりますが、当初見込みよりもそれらの費用が超過する見込みとなりましたので、今回調

達する資金のうち約10百万円をそれらの研究開発費(人件費及び外注費)に追加で充当する予定

であります。

②再生可能エネルギー事業

　再生可能エネルギー事業におきましては、平成26年6月及び9月に、九州電力株式会社が地熱

発電所を展開している鹿児島県指宿市におきまして、バイナリー発電に使用する2つの源泉の使

用権及び発電機を設置する2箇所の土地を取得いたしました。現在、これらの土地におきまし

て、平成27年初頭の運転開始を目指して、平成26年9月から発電能力260kWの発電所の建設準備

(整地及び源泉の拡張・再掘削)を開始いたしました。また、平成26年9月25日に当社の親会社で

あるR&M社より216百万円の資金の借入を行い、平成26年10月1日に260kWの発電機2台を追加発注

し、発電所の能力増強を図ることといたしました。この結果、平成27年5月頃には、260kWの発

電機3台が稼動し、合計で780kWの発電所となる計画であります。当社が使用権もしくは所有権

を保有する2つの源泉・土地には、780kWの発電所を建設した後にも、源泉の発電能力及び発電

所建設のための余裕がありますので、今回調達する資金のうち約1,500百万円を充当して、450kW

の発電機を3台導入し、合計1,350kWの能力増強を図る計画であります。

③ヘルスケア事業

　先端医療関連事業分野におきましては、平成26年8月以降、韓国の遺伝子工学のバイオ企業で

あるToolGenとの血友病Aの遺伝子治療に係る共同研究、東大及び自治医大とのALSに対する遺伝

子治療の前臨床研究を行うことを決定しております。また、その他にパーキンソン病、及び、

アルツハイマー病に対する遺伝子治療の臨床試験を開始することといたしました。ALSに関し

ましては、前回増資により調達した資金のうち約10百万円を投じて前臨床試験(大型動物を使用

した安全性試験、平成27年1月サルに投与予定、同タイプのウイルスベクターはすでにアルツハ

イマー病の前臨床でサルに投与済みであり、当社では本件安全性試験のクリアは可能性が極め

て高いと判断しております。)を実施することによりヒトでの臨床試験の申請を確実なものと

し、今回調達する資金のうち約140百万円（バキュロ法によるウイルスベクター大量製造方法確

立及び製造のための費用120百万円を含む）を充当して第1相臨床試験(平成28年4月開始予定)及

び先進医療B制度を活用した第2相臨床試験（有償・平成29年10月開始予定）を実施する予定で

あります。また、パーキンソン病に関しましては、前回増資により調達した資金のうち約15百

万円を投じて第1相臨床試験（現在、厚生労働省内の専門委員会にて審議中、2007年実施の臨床

試験の再現試験なので、当社ではこの臨床試験のクリアも可能性が高いと判断しておりま

す。）を実施予定であり、これによって先進医療B制度を活用した第2相臨床試験（有償・平成

29年7月開始予定）の申請に目処がつく計画でありますが、この第2相臨床試験に今回調達する

資金のうち約150百万円（バキュロ法によるウイルスベクター大量製造方法確立及び製造のため

の費用120百万円を含む）を充当する予定であります。アルツハイマー病に関しては、現在実施

中の前臨床試験の解析（平成27年4月）に5百万円、第1・2相臨床試験（第1相臨床試験・平成28

年4月開始予定、第2相臨床試験・有償・平成29年10月開始予定）に140百万円（バキュロ法によ

るウイルスベクター大量製造方法確立及び製造のための費用120百万円を含む）を充当する予定

です。
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　また、ToolGenとの血友病Aに関する共同研究及び遺伝子ベクターに係る共同研究に約20百万

円を充当する予定であります。ALS及びパーキンソン病のいずれの場合も、第2相臨床試験は先

端医療制度を活用した有償臨床試験とする計画でありますが、この第2相臨床試験では、より多

くの症例に対応できるように遺伝子治療センター及び生産・研究施設を設置する計画であり、

その建設資金として約160百万円を充当する予定であります。また、第3相臨床治験では、モニ

タリング・生物統計などの作業を外注する予定で、現時点では合計で240百万円程度を見込んで

おります。

　当社はこれらの共同研究及び臨床研究を通して、遺伝子導入製剤の薬事承認を取得し、遺伝

子治療センター及び遺伝子導入製剤の生産施設等の設置を検討し、遺伝子導入製剤の（製造）

販売を担っていく計画であります。これらの共同研究案件は、一般的な医薬品開発案件とは大

きく異なります。遺伝子治療という新しい分野に取り組み、イノベーションの度合いが大きい

ため、開発途中で導出することなく、遺伝子治療の実施体制を自ら確立し、結果として高い収

益性を実現していく予定であります。

　医薬品・サプリメント事業分野においては、独自の商品開発を進めており、現在、いくつか

の商品は 終処方が決定し社内テストを実施中であります。今後は、機能性安全試験を経て平

成26年中に2種類程度、平成27年前半に3種類程度のサプリメント販売を開始する予定でありま

す。前回増資で調達した資金のうち約45百万円は平成26年中に販売を開始する予定の商品の初

期在庫費用や広告宣伝費などの運転資金に充当し、今回調達する資金のうち29百万円を平成27

年に販売を開始する製品の初期在庫費用や広告宣伝費などの運転資金に充当する予定でありま

す。

　調剤薬局分野におきましては、平成26年12月に仙真堂薬局第一号店の営業を開始し、また、

第二号店は平成27年1月ないし2月の開業を目指して準備を進めております。この2店舗の開設

資金には、現時点までに前回増資で調達した約200百万円を充当しておりますが、今回調達する

資金のうち950百万円を投じて、さらに6店舗程度の仙真堂薬局の開設を計画しております。

④借入金返済

　当社は、平成26年9月24日にバイナリー発電設備取得のための資金調達手段として、大株主の

R&M社との間で契約金額750百万円のコミットメントライン契約を締結し、その契約に基づき、

平成26年9月25日にバイナリー発電機2機の取得費用として216百万円の借入を実行、平成26年10

月1日にバイナリー発電機2台の購入契約を締結いたしました。また、発電機本体以外の発電設

備(熱交換器等)の購入契約を平成26年10月31日に締結し、同日R&M社から152百万円の借入を実

行、代金の一部の支払いを実行いたしました。また、本新株予約権が発行される予定の平成26

年12月26日より早い期日に、この発電機以外の発電設備の残金として409百万円の支払いを予定

しておりますが、この支払いにはコミットメントライン契約に基づきR&M社から借入を実行し、

その資金を充当する計画を有しております。しかしながら、このR&M社からの借入金は有利子負

債であるために、収益性強化及び財務体質改善の観点から、本新株予約権の行使により調達し

た資金を借入金の返済に充当いたします。

３．調達する資金使途の合理性に関する考え方

　当社は、本件増資により調達する手取資金につきましては、重点的に再生可能エネルギー事業

及び再生医療事業に対する事業資金及び設備投資資金として充当し、収益性の向上による業績回

復及び財務体質の大幅な強化を行い、当社の課題であります早期黒字化の実現を図ることが、中

長期的に株主価値を向上させる唯一の策であり、かかる資金使途は合理的であると判断しており、

今回の資金調達は既存株主の皆様の利益に資するものと考えております。
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４．発行条件等の合理性

(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容

　本新株予約権の発行価額につきましては、当社及び割当先からは独立した第三者であります東

京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（以下「価値算定会社」という。）に参考値の算定

を依頼し、価値算定会社は第15回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、下記の基礎数値及び前提条件を用いて、発行価額を算定

いたしました。

①前提となる基礎数値

・株価（平成26年11月4日の終値） 122円

・権利行使価格　122円

・ボラティリティ　71.15% (平成23年10月～平成26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 平成27年1月5日～平成30年1月4日

・リスクフリーレート　0.035％（平成29年12月20日償還の国債レート（日本証券業協会の売買

参考統計値における中期国債108(5)）

・配当率（直近の配当実績を参考） 0%

②前提となる条件

(ⅰ) 本新株予約権の発行価額算定にあたっては、株価が行使価格の150％を20取引日連続して

上回り取得条項が発動した場合には、割当予定先は全ての本新株予約権を行使するとの前提を

採用しております。また、株価が行使価格の50％を20取引日連続して下回り取得条項が発動し

た場合には、割当予定先は本新株予約権に係る行動を何も起こさないとの前提を採用しており

ます。

(ⅱ) 割当予定先の権利行使については、行使期間 終日（平成30年1月4日）に株価が行使価額

以上である場合には残存する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。行使期

間中においては、 小二乗法を組み合わせたモンテカルロ･シミュレーションに基づき行使タイ

ミングを計算しております。具体的には、新株予約権を行使した場合の行使価値と、継続して

保有した場合の継続価値を比較し、継続価値よりも行使価値が高いと判断されたときに割当予

定先が新株予約権を行使するとしております。

(ⅲ) 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8,692株（平成23年11

月5日から平成26年11月4日までの当社株式の日次売買高の中央値である86,920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100％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100％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100％のうち平均してその10％～20％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。

　一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として価値算定会社が

算定した結果である122,000円を踏まえて、当社はその前提となる基礎数値の選定は妥当であり、

算定方法は合理的であることから、算定価格以上の発行価額であれば有利発行に当たらないと判

断し、第15回新株予約権1個の払込金額を金122,000円といたしました。行使価格につきましては、

本新株予約権発行に係る当社取締役会決議日の直前取引日(平成26年11月4日)の株式会社東京証

券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値である1株122円といたしました。本新株予約権
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の行使価格決定にあたり取締役会決議日の前日終値を採用いたしましたのは、当社が平成26年8月

12日に開示いたしました平成26年12月期第2四半期決算短信［日本基準］［連結］の公表後に形成

された株価であり、直近の市場価格が当社の株式価値を適正に反映していると判断したためであ

ります。

　また本日開催した本新株予約権発行に係る取締役会に出席した当社監査役全員から、「新株予

約権の発行価額については、外部の当社との取引関係のない独立した第三者の専門会社に算定を

依頼し、実務上の手法として確立されているモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算定

されたものであり、特に不当と思われる内容が見当たらず、本新株予約権の発行は有利発行に該

当しないと考えます。」という意見書を受領しております。

　なお、本新株予約権の発行は有利発行には該当しないものの、新株予約権が行使された場合に

は大幅な希薄化になることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定

める独立第三者からの意見入手、または株主の意思確認手続きが必要であります。当社は本第三

者割当による新株予約権発行の決議を行う前に、独立第三者からの意見を入手いたしました。ま

た、当社は平成26年12月25日に開催予定の臨時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを

予定しております。

(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理由

　本新株予約権に係る潜在株式数は34,000,000株であり、平成26年11月5日現在の当社発行済株式

総数39,890,380株に対して85.23％（議決権総数397,382個に対しては85.56％）となります。また

平成26年8月18日にR&M社等を割当先とする第三者割当（以下「前回第三者割当増資」という。）

により発行した当社普通株式6,389,500株との合計数は40,389,500株となり、前回第三者割当増資

決議前の当社発行済株式総数である33,500,880株に対して120.56％(議決権個数333,487個に対し

ては121.11％)となります。これにより既存株主におきましては、株式持分及び議決権比率が低下

いたします。しかしながら、前述のとおり、今回の資金調達の主たる目的である再生可能エネル

ギー事業及びヘルスケア事業分野での設備投資は、継続的安定的な収益基盤の強化に欠かせない

投資であり、その投資は当社の企業価値を向上させることとなり、将来的には既存株主利益の維

持向上へ繋がるものと考えております。当社といたしましては、本新株予約権の発行は、企業価

値、株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものと判断しており、

今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると判断しております。

　なお、東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の出来高は、平成25年11月1日から平

成26年10月31日までの1年間の平均で1日当たり1,242千株(平成25年12月26日に実施した株式分割

の影響は調整済)であります。本新株予約権の割当予定先であるEVO FUNDには、こうした状況を踏

まえた上で本増資にご協力いただいており、新株予約権の行使により入手した株式の売却にあた

っては、株価の大幅な下落を引き起こさないように留意していただくことを口頭にて確認してお

ります。また、割当予定先はキャピタルゲインの獲得を目的として有償で本新株予約権の割当て

に応じておりますが、株価の大幅な下落はキャピタルゲインの大幅な減少に繋がり、また株価が

行使価格を下回る状況においては、割当予定先はキャピタルゲインを得ることができません。す

なわち、割当予定先にとって株価が大幅に下落するような自身の株式売却は合理的ではありませ

ん。こうした状況を勘案して、当社といたしましては本新株予約権の発行により当社株価が大幅

に下落するリスクは低いと判断しております。
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５．割当予定先の選定理由

(1)割当予定先の概要

① 名称 EVO FUND（エボ ファンド）

② 本店の所在地
c/o GlobeOp Financial Services (Cayman) Limited
45 Market Street, Suite 3205, 2nd Floor Gardenia Court 
Camana Bay,Grand Cayman KY1-9003 Cayman Islands

③ 設立根拠等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社

④ 組成目的 投資目的

⑤ 組成日 2006年(平成18年)12月

⑥ 出資の総額 払込資本金：1米ドル、純資産：約93.5百万米ドル

⑦
出資者・出資比率・
出資者の概要

払込資本金：EVO Feeder Fund 100％
純資産：自己資本100％

⑧ 代表者の役職・氏名 代表取締役マイケル・ラーチ、代表取締役リチャード・チザム

⑨ 国内代理人の概要 該当事項はありません。

⑩
当社と当該ファンドと
の関係

当社と当該ファンドとの関係 該当事項はありません。

当社と当該ファンドの代表者
との関係

該当事項はありません。

当社と国内代理人の関係 該当事項はありません。

(注) 当社は、EVO FUNDから、同ファンド、同ファンドの役員及び同ファンドの株主が反社会的勢

力との関係がない旨の確認書を受領しております。同ファンドの株主につきましてはFAで

あるEVOLUTION総研株式会社の代表取締役ショーン・ローソン氏から証明書を受領いたしま

した。また、当社においても独自に専門の調査期間（株式会社TMR　東京都千代田区神田錦

町3番15号　代表取締役　高橋新治）に調査を依頼し、同ファンドが反社会的勢力等に該当

しないことを確認しており、割当予定先、同ファンドの役員及び同ファンドの主要株主と反

社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2)割当先を選定した理由

　当社は、今後も継続企業として株主様をはじめとするステークホルダーの利益を高めるため、

当社の課題であります早期黒字化の実現に向け、経営基盤の強化、収益機会の創出を図っていく

ことが、当社の果たすべき当面の役割であると認識しております。これらを実行していくために、

前述の資金ニーズを満たすことを目的として、既存株主様の希薄化を避けるため、金融機関から

の間接金融による資金調達も検討してまいりましたが、現在の経済状況、自己資本比率低下の懸

念、高い支払利息等、当社の現状の業績を鑑みて、間接金融による資金調達は極めて厳しい状況

であります。したがって、直接金融による資金調達を検討する中、平成26年9月に当社が以前から

交流のあったEVOLUTION JAPAN株式会社の代表取締役会長兼社長であるジョン・フー氏から

EVOLUTION総研株式会社の代表取締役であるショーン・ローソン氏をご紹介いただきました。ロー

ソン氏には当社の現状及び資金調達を含む今後の事業計画をご理解いただいたうえで、EVO FUND

代表取締役のマイケル・ラーチ氏をご紹介いただきました。ラーチ氏には当社の現状や資金調達

の目的、事業方針をご理解いただき、当社の資金調達にご協力いただくこととなりました。
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　割当予定先であるEVO FUNDは、ジェネラルパートナーであるEVO Investment Advisors Ltd.と

Evo Capital Management Asia Ltd.から案件の紹介や投資に係る情報提供を受け運用されるファ

ンドであり、EVO Feeder Fund以外の出資者はおらず、運用資金は取引先であるプライムブローカ

ーからの短期的な借入を除き、全額自己資金であります。同ファンドはアジア株を中心に運用を

行うファンドでありますが、日本株の投資への投資実績といたしましては、平成19年6月に株式会

社ヒューネット(現・株式会社RISE、JASDAQ8836)の新株予約権への投資を行ったほか、運用目的

で多数の日本株への投資を行っております。なお、EVO Feeder Fundは資本金1米ドルの投資ファ

ンドであります。

　EVOLUTION JAPAN株式会社とEVOLUTION総研株式会社との間には資本関係はありませんが、両社

はケイマンにあるTiger Holdings Ltd.という同一の親会社を有しております。また、EVOLUTION 

JAPAN株式会社の代表取締役であるジョン・フー氏が、EVOLUTION総研株式会社の取締役を兼務し

ており、EVOLUTION総研株式会社の代表取締役であるショーン・ローソン氏がEVOLUTION JAPAN株

式会社の社外取締役を兼務しております。

　EVO FUNDとEVOLUTION JAPAN株式会社との間には資本関係及び取引関係はありませんが、EVO 

FUND取締役のマイケル・ラーチ氏がEVOLUTION JAPAN株式会社の取締役を兼務しております。EVO 

FUNDとEVOLUTION総研株式会社の間には、資本関係及び人的関係はありませんが、EVOLUTION総研

株式会社はEVO FUNDに投資先を紹介する事業を営んでおります。

　割当予定先であるEVO FUND及び同社の役員、同社の株主であるEVO Feeder Fund及び同社の役

員、FAであるEVOLUTION総研株式会社及び同社の役員(以下、「割当予定先等」という。)が反社会

的勢力の影響を受けているか否か、並びに割当予定先等が犯罪歴や警察当局から何らかの対象に

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TMR（所在地：東京都

千代田区神田錦町3番15号）に、反社会的勢力との関係の有無、犯罪歴、反社会的事項の有無に関

する調査を依頼いたしました。その結果、割当予定先等には反社会的勢力の影響を受けている事

実が無いこと、犯罪歴の無いこと、反社会的事項の無いことの回答を得ております。

６．発行要項

　発行要項は以下のとおりです。

1. 新株予約権の名称

株式会社ジオネクスト第15回新株予約権

2. 本新株予約権の払込金額の総額

金41,480,000円

3. 申込期日

平成26年12月26日

4. 割当日及び払込期日

平成26年12月26日

5. 募集の方法

第三者割当の方法により、本新株予約権340個の全てをEVO FUNDに割当てる。
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6. 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) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式34,000,000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100,000株と

する。）。ただし、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10項の規定に従って行使価額（第9項第（2）号に定義する。）の調整を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、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10項に定

める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 (3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第（2）号及び第（5）号による

行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 (4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後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。ただし、第10項第（2）号

④に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、

適用開始日以降速やかにこれを行う。

7. 本新株予約権の総数

340個

8. 本新株予約権の払込金額

本新株予約権1個当たり金122,000円

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株

式数を乗じた額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を四

捨五入するものとする。

 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの財産の価額（以下「行使

価額」という。）は122円とする。ただし、第10項に定めるところに従い調整されるものと

する。

10.行使価額の調整

 (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また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。

既発行

普通株式数
＋

交付普通

株式数
×

1株当たりの

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数
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 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

① 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（無償割当による場合を含む。）（ただし、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その他当

社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び

会社分割、株式交換または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該

払込期間の 終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。）以降、またはかか

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

以降これを適用する。

② 株式分割また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。）または本項第（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

社債その他の証券または権利の全てが当初の行使価額で請求また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（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日とし、無償割当の場合はその効

力発生日とする。）の翌日以降これを適用する。ただし、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、請求また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また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または権利の

全てが当該対価の確定時点の条件で請求また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。
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④ 本号①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承

認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、

当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌

日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対して

は、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 ＝

（調整前

行使価額
－

調整後

行使価額）
×

調整前行使価額により当該期間内に交付

された株式数

調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 (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、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とす

る事由が発生し行使価額を算出する場合は、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) ① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第（2）

号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）

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

五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、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の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）号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

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また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。
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 (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。ただし、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前記の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。

11.本新株予約権の行使請求期間

平成27年1月5日から平成30年1月4日までとする。ただし、第13項に従って当社が本新株予約権

の全部また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、取得の前日まで

とする。

12.その他の本新株予約権の行使の条件

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授権株式数を超過す

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。また、各本新株予約権

の一部行使はできない。

13.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、いずれかの取引日において、株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の

150％を上回った場合、または、50％を下回った場合において、当該連続する20取引日の 後

の取引日から起算して30日以内に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することを

決定したときは、取得日の20取引日前までに本新株予約権者に対する通知または公告を行うこ

とにより、当該取得日に、本新株予約権1個当たり122,000円の価額で、当該取得日に残存する

本新株予約権の全部また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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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

事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第11項に定める行使請求期間中に第19項記載の行

使請求受付場所に提出しなければならない。
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 (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19項記載の

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20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、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。

18.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。

19.行使請求受付場所

株式会社ジオネクスト　経営企画管理本部

20.払込取扱場所

株式会社三井住友銀行渋谷駅前支店

21.新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額について、本新株予約権及

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個の払込金額を122,000円とした。さらに、本新

株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項第（2）号記載のとおりとする。

22.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、平成26年12月25日開催予定の当社臨時株主総会において第三者割当に

よる新株予約権の発行議案が承認されること及び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。
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第３号議案　取締役２名選任の件

　経営体制の一層の強化を図るため、取締役２名を増員することとし、その選任をお願いするも

のであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取

締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

１

あ し か が け い ご

足 利 恵 吾

(昭和33年５月15日生)

昭和57年４月　東京電力㈱入社

　　　　　　　新規事業開発本部課長

平成18年６月　㈱ﾃｲｸｱﾝﾄﾞｷﾞｳﾞ・ﾆｰｽﾞ社長室長

平成19年２月　㈱ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ取締役

平成19年10月　㈱ｱﾙﾌｧ・ﾄﾚﾝﾄﾞ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役

平成21年３月　㈱ﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ執行役員副社長

平成21年７月　同社代表取締役社長

平成22年12月　医療法人豊智会　専務理事

平成23年８月　ｿｰﾗｰｳｪｲ㈱代表取締役社長

平成25年６月　SEｴﾅｼﾞｰ㈱代表取締役社長

平成26年11月　ｴﾘｱｴﾅｼﾞｰ㈱代表取締役社長（現任）

0株

２

や ま だ て つ じ

山 田 哲 嗣

(昭和47年12月26日生)

平成18年３月　ｵﾘｴﾝﾄ・ﾌｫｰﾁｭﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱入社

平成22年５月　同社執行役員（現任）

平成25年６月　㈱ﾘｿﾞｰﾄ&ﾒﾃﾞｨｶﾙ取締役（現任）

平成26年２月　日本地熱発電㈱監査役

平成26年６月　同社取締役

平成26年９月　同社代表取締役社長（現任）

平成26年11月　ｴﾘｱｴﾅｼﾞｰ㈱取締役（現任）

0株

　 (注)1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　 2．取締役候補者山田哲嗣氏は、当社の親会社である㈱ﾘｿﾞｰﾄ&ﾒﾃﾞｨｶﾙの取締役を兼務して

おります。
　 以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場： 〒111－0051  東京都台東区蔵前四丁目14番６号
　　　　台東区立環境ふれあい館ひまわり　７階

TEL 03－3866－8050

寄りの交通

◆都営バス

　「蔵前二丁目」下車　　　　　　徒歩約３分

　（東42甲　南千住～東京駅八重洲口）

　（東42乙　南千住～秋葉原駅）

　「寿三丁目」下車　　　　　　　徒歩約５分

　（都02　大塚駅前～錦糸町駅前）

◆都営地下鉄浅草線

　「蔵前駅」（Ａ３・Ａ４出口）　徒歩約３分

◆都営地下鉄大江戸線

　「蔵前駅」（Ａ６出口）　　　　徒歩約７分


