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第２ 【第三者割当等の概況】 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

 

項目 株式 新株予約権① 新株予約権② 

発行年月日 平成15年7月18日 平成15年7月18日 平成17年9月9日

種類 普通株式 新株予約権 新株予約権 

発行数 175株 156株 75株

発行価格 
110,000円 

(注２) (注３) 

110,000円

（注４）(注６)

350,000円

（注５）(注６)

資本組入額 55,000円 55,000円 175,000円

発行価額の総額 19,250,000円 50,050,000円 26,250,000円

資本組入額の総額 9,625,000円 25,025,000円 13,125,000円

発行方法 有償第三者割当 

平成15年6月30日開催の臨

時株主総会において、商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定による新株

予約権の付与（ストック

オプション）に関する決

議を行っております。 

平成17年8月16日開催の臨

時株主総会において、商

法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定による新株

予約権の付与（ストック

オプション）に関する決

議を行っております。 

保有期間等に関する確約 － － (注２) 

(注) １ 株式会社東京証券取引所の定める「上場前公募等規則」第25条並びに「上場前公募等規則の取扱い」

第21条の規定に基づき、当社が上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日（平成16年1月1日）以降

において、株主割当その他同取引所が適当と認める方法以外の方法（以下、「第三者割当等」とい

う。）による新株発行を行っている場合には、当社は割当を受けた者との間で、書面により新株の継

続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及

び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面

を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。当社が同規定に基づく書面の提出

を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置を取ることとしております。 

２ 当社は割当を受けた当社の役員及び従業員との間で、割当を受けた新株予約権を原則として新株予約

権の取得日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで継続的に所有する

旨の確約を行っております。また、割当を受けた関係者との間で、割当を受けた新株予約権を原則と

して新株予約権の発行日から上場日以降6ヶ月間を経過する日（当該日において新株予約権の発行日以

降1年間を経過していない場合には、新株予約権の発行日以降1年間を経過する日）まで継続的に所有

する旨の確約を行っております。 

    ３ 社員持株会への割当であり、発行価格は、類似業種比準方式により算出した価格です。 

    ４ 株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、類似業種比準方式により算出した評価額を

参考にして、当事者間で協議したうえ決定した価格であります。 

    ５ 株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、類似会社比準方式と純資産方式により算出

した評価額を参考にして、当事者間で協議したうえ決定した価格であります。 
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６ 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の

とおりであります。 

 新株予約権① 新株予約権② 

行使時の払込金額 １株につき110,000円 １株につき350,000円 

行使請求期間 平成16年7月1日から平成21年6月30日まで 平成19年8月17日から平成24年8月17日まで 

行使の条件及び譲渡

に関する事項 

「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状

況 １ 株式等の状況 (２) 新株予約権

等の状況」に記載しております。 

「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状

況 １ 株式等の状況 (２) 新株予約権

等の状況」に記載しております。 

 

７ 平成17年9月9日付で、1株につき5株の割合をもって株式分割をしております。これに伴い新株予約権

①②について、発行数、発行価格及び資本組入額の調整を行っています。 

項目 新株予約権① 新株予約権② 

発行数 780株(注) 375株

発行価格 22,000円 70,000円

資本組入額 11,000円 35,000円

（注）付与した新株予約権①2,275株（分割前455株）のうち、1,495株（分割前299株）については権利行使がなさ

れております。 
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２ 【取得者の概況】 

平成15年7月18日発行第三者割当増資 

取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の 

職業及び 

事業の内容等

割当株数

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と 

提出会社との関係

ＧＭＯホスティング

アンドテクノロジー

ズ社員持株会(現 Ｇ

ＭＯホスティング＆

セキュリティ社員持

株会) 

理事長 荒川 聡 

東京都渋谷区桜丘町26番1号 社員持株会 175
19,250,000 

(110,000) 

特別利害関係者等

（大株主上位10名）

（注）平成17年9月9日付で、株式1株を5株に分割しております。 

 

平成15年6月30日の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(ストックオプション) 

取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の 

職業及び 

事業の内容等

割当株数

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と 

提出会社との関係

青山 満 東京都世田谷区 会社役員 95
10,450,000 

(110,000) 

特別利害関係者等 

(当社代表取締役) 

(大株主上位10名) 

中条 一郎 東京都杉並区 会社役員 95
10,450,000 

(110,000) 

特別利害関係者等 

(当社取締役) 

(大株主上位10名) 

永田 敏章 東京都武蔵野市 会社役員 265
29,150,000 

(110,000) 

特別利害関係者等 

(当社取締役) 

（注）平成17年9月9日付で、株式1株を5株に分割しております。 

 

平成17年8月16日の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(ストックオプション) 

取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の 

職業及び 

事業の内容等

割当株数

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と 

提出会社との関係

森田 広志 神奈川県茅ケ崎市 会社員 8
2,800,000 

(350,000) 
当社従業員 

林田 洋明 東京都杉並区 会社員 8
2,800,000 

(350,000) 
当社従業員 

曹  時栄 東京都三鷹市 会社員 8
2,800,000 

(350,000) 
当社従業員 

土居 昭夫 神奈川県川崎市 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 

山田 裕一 神奈川県横浜市 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 

大澤 貴行 埼玉県川越市 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 

大澤 啓行 東京都江東区 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 

佐藤 秀忠 神奈川県横浜市 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 
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取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の 

職業及び 

事業の内容等

割当株数

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と 

提出会社との関係

渡邉 明祐 東京都世田谷区 会社員 5
1,750,000 

(350,000) 
当社従業員 

下野 昭一 東京都世田谷区 会社員 4
1,400,000 

(350,000) 
当社従業員 

梅原 誠 東京都三鷹市 会社員 4
1,400,000 

(350,000) 
当社従業員 

長谷川 謙次 東京都多摩市 会社員 4
1,400,000 

(350,000) 
当社従業員 

大浦 政之 東京都多摩市 会社員 3
1,050,000 

(350,000) 
当社従業員 

宮島 誠 東京都杉並区 会社員 3
1,050,000 

(350,000) 
当社従業員 

飯島 剛 神奈川県横浜市 会社役員 3
1,050,000 

(350,000) 

特別利害関係者等

(当社の人的・資本

的関係会社並びに

これらの役員) 

（注）平成17年9月9日付で、株式1株を5株に分割しております。 

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】 

 該当事項はありません。 

 




