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第４回新株予約権の発行に関するお知らせ 

 平成18年１月５日開催の当社取締役会決議により、ゴールドマン・サ

グループ会社である有限会社ジュピターインベストメント（東京

アセット・インベスターズ株式会社のグループ会社である有限会社エン

千種区）を割当先とする第４回新株予約権（以下、「本新株予約権」と

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

●新株予約権の発行の理由 

 

 当社は飲食店の経営及びフランチャイズ本部の運営を主力事業として事業

す。飲食業界においては、市場規模は７年連続で縮小しており、その一方で

新規出店が増加していることもあり、企業間の競争は激しさを増しています

で勝ち残っていくために当社は、フランチャイズ本部機能の強化と新規業態

その資金需要に対する調達手段を検討してまいりました。 

 当社の資金調達の方針としては、企業価値の向上を図るための資金需要に

調達コスト等を勘案し、金融機関からの借入と市場からのエクイティ・ファ

せた資金調達を行う方針であります。 

 また、平成18年３月期中間決算において、多額の貸倒引当金を計上したこ

失により、脆弱となった株主資本の充実を図る必要があること、及び、業績

は新規出店や新業態開発などを目的とした業務提携等にも積極的に取り組む

 

●新株予約権の権利行使に伴う情報開示について 

 

当社が本新株予約権に係る要項に従い当社取締役会において本新株予約権

合、速やかにプレスリリースを行います。 

 

●新株予約権の行使により株式を発行する場合の株券上場申請手続について 

 

本新株予約権の行使により当社が株式を発行する場合、当該発行に係る株

証券取引所の諸規則に従い、上場申請その他必要な手続を行います。本新株

当社株式は、これらの手続を経て上場された後売却が可能となります。 

 

 

－ 1 － 
 
 

11111
ご注意：この文書は、当社が第 4 回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

して作成されたものではありません。 
大証ヘラクレス市場 
平成 18 年１月 5 日 
 

プ ラ イ ム ・ リ ン ク 

長  土 屋  晃 
2720 ヘラクレス Ｓ ） 

役 経営推進部部長 

    鈴  木   豊 

０３－５４０５－４４２４） 

ックス証券会社の

都渋谷区）および 

プレオ（名古屋市

いう。）の発行を決

拡大を図っておりま

低金利を背景とした

。その様な環境の中

の開発に注力をし、

合わせ、市場環境、

イナンスを組み合わ

となどによる特別損

回復の実現のために

必要があります。 

の消却を決議した場

券については、大阪

予約権の行使に係る

あり、投資勧誘を目的と



   

第４回新株予約権の発行要項 

       

１. 新株予約権の総数 250 個 

２. 新株予約権の目的

たる株式の種類お

よび数 

本新株予約権の目的たる株式の種類および総数は当社普通株式

44,250 株とする。本新株予約権１個の目的たる株式の数は 177 株

とする。 

ただし、第３項により、本新株予約権１個の目的たる株式の数が調整

される場合には、本新株予約権の目的たる株式の総数は調整後株式数

に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。 

３. 各新株予約権の 

目的たる株式の数

の調整 

(１) 当社が第 10 項または第 11 項の規定に従って行使価額(第９項に

定義する。)の修正または調整を行う場合には、本新株予約権１

個の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとす

る。 

 

調整前株式数×１株当たり修正／調整前

行使価額 

調整後株式数＝                    

１株当たり修正／調整後行使価額 

 

上記算式における修正／調整前行使価額および修正／調整後行

使価額は、それぞれ第 10 項または第 11 項に基づき修正または

調整される前の行使価額および当該修正または調整後の行使価

額とする。 

(２) 前号の調整は当該時点において行使されていない本新株予約権

１個の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株の 100 分の１未満の端数（当社が単元株式数についての

定款の規定を設けた場合には、１株未満の端数）は切り捨てる

ものとする。 

(３) 調整後株式数の適用日は、当該修正／調整事由にかかる第 10 項

による行使価額の修正または第 11 項第(２)号もしくは第(４)号

による行使価額の調整に関し、各号に定める修正／調整後行使

価額を適用する日と同日とする。 

(４) 本新株予約権の目的たる株式の数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およびその事由、調整前株式

数、調整後株式数およびその適用の日その他必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、

第 11 項第(２)号前段②ただし書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、適用の日以降すみやかにこれを行う。 
４. 新 株 予 約 権 の 

発行価額 

本新株予約権１個当たり 10,000 円(本新株予約権の目的たる株式１株

当たり 56.50 円) 

５. 新株予約権の発行

総額 

2,500,000 円とする。 
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６. 新株予約権の申込

期日 

平成 18 年１月 23 日(月) 

７. 新株予約権の払込

期日 

平成 18 年１月 23 日(月) 

 

８. 募集の方法 第三者割当ての方法により、本新株予約権を以下の者に割当てる。 

 有限会社ジュピターインベストメント  187 個 

 有限会社エンプレオ          63 個 

９. 新株予約権の行使

に際して払込をな

すべき額 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこ

れに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発

行または移転を｢交付｣という。)する株式１株当たりの払込金額(以下

｢行使価額｣という。)は、当初 56,249 円とする。 

本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額に本

新株予約権１個の目的たる株式の数を乗じた額とする。 

10. 行使価額の修正 本行使期間(第 12 項に定義する。)において、行使価額は、発行日以降

行使請求日の前日まで(同日を含む。)の期間に属するいずれかの５連

続取引日(ただし、終値のない日は除く。また、当該期間に属する５連

続取引日がない場合には、当該期間に属する全ての取引日とする。)の

大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値の 92％に相当する金額(１円未満を切り捨て

る。)のうち、最も低い金額に修正されるものとする。ただし、か

かる金額が 56,249 円（第 11 項により行使価額が調整される場合、

行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）（以下いずれも「上限

行使価額」という。）を上回る場合には、行使価額は上限行使価額

に修正されるものとし、28,125 円（第 11 項により行使価額が調整

される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）（以下い

ずれも「下限行使価額」という。）を下回る場合には、行使価額は

下限行使価額に修正されるものとする（以下、本項第１文および第

２文に従い修正された修正後の行使価額を「修正後行使価額」とい

う。）。修正後行使価額は、第 16 項第(１)号に定める行使請求を行

う日以降これを適用する。 

11. 行使価額の調整 (１) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由

により当社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。 

   新 発 行・         １ 株 当たりの 
既発行        処分株式数    ×   発行・処分価額              
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 ＋ 新発行・処分株式数 
  (２) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場

合およ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(３)号②に定める時価を下回る発行価額または処分価

額をもって普通株式を新たに発行または当社の有する当社普

通株式を処分する場合(ただし、当社普通株式に転換される
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証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)の転換または行使による場合を除く。)。 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、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 株式分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日

以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組

入れられることを条件にその部分をもって株式分割により

普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配

当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日

以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、

調整後の行使価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決

議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株

主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議

をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対

しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

ただし、株券の交付については第 19 項第(２)号の規定を準

用する。 

  
 

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株の 100 分の１未満の端数（当社が単元株式数

についての定款の規定を設けた場合には、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 本項第(３)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通

株式に転換される証券または転換できる証券を発行する場

合。 

調整後の行使価額は、発行される証券の全てが当初の転換価

額で転換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。ただ

し、その証券の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。 

④ 当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付

社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行

される新株１株当たりの発行価額(商法第 280 条ノ 20 第４項

または第 341 条ノ 15 第５項に規定される。)が、本項第(３)

号②に定める時価を下回ることになる新株予約権を発行する

場合。 

調整後の行使価額は、発行される新株予約権の全てが当初の

行使価額で行使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(無償にて発行される場合
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は発行日)の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の

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。 

(３)  ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を切り捨てる。 

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②ただし書の場合は株主割当

日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない日数

を除く。)の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。 

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位を切り捨てる。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日があ

る場合はその日、また、株主割当日がない場合は、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

数を控除した数とする。 

(４) 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、資本の減少、商法第 373 条に定められた新設分

割、商法第 374 条ノ 16 に定められた吸収分割、株式交換、

株式移転または合併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。 

(５) 本項第(１)号ないし第(４)号により行使価額の調整を行うとき

は、当社は、その旨ならびにその事由、調整前行使価額、調整

後行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、各事項の

確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記載された各新株予

約権者に通知する。ただし、本項第(２)号②ただし書に示され

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、適用の日以降すみやかにこれを行

う。 

12. 新株予約権の権利

行使期間 

本新株予約権の権利行使期間は、平成 18 年 1 月 24 日から平成 20 年

1 月 23 日まで(以下「本行使期間」という。) とする。また、第 14

項に従って、本新株予約権の全部または一部が消却される場合、消

却される本新株予約権については、消却の公告がなされた日または

通知がなされた日のいずれか早い方の日の翌日以降行使できないも

のとする。権利行使期間の最終日が銀行営業日ではない場合には、

その前銀行営業日を最終日とする。 
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13. その他の新株予約

権の行使の条件 

本新株予約権は、その全部または一部につき行使できるものとす

る。ただし、１個の本新株予約権の一部につき行使することはでき

ないものとする。 

14. 新株予約権の消却

事由および消却の

条件 

当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、発行日に限り、取締

役会決議を行い、当該取締役会決議で定める消却日に、本新株予約権

１個当たり金 10,000 円にて、残存する本新株予約権の全部または一部

を消却することができる。 

15. 株式交換または 

株式移転における

新株予約権の承継 

当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当

該時点において行使または消却されていない本新株予約権にかかる義

務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下

｢完全親会社｣という。)に承継させるものとする。ただし、当該株式交

換または株式移転に際し、当社株主総会(他社と共同で完全親会社を設

立する場合には、当社および当該他社のそれぞれの株主総会)におい

て、以下に定める方針に沿って完全親会社が本新株予約権にかかる義

務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株

式交換契約書または株式移転の議案が承認された場合に限るものとす

る。 

① 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

② 各新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換または株式移転の比率等の条件を勘案の上、本新株予約

権１個の目的たる株式の数（第３項により調整がなされた場合に

は調整後の数）を調整する。 

③ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 

株式交換または株式移転の比率等の条件を勘案の上、行使価額(第

10 項または第 11 項により修正または調整がなされた場合には修正

または調整後の行使価額)を調整する。 

④ 新株予約権を行使することができる期間 

第 12 項に定める本行使期間の開始日と株式交換の日または株式

移転の日のいずれか遅い日から、第 12 項に定める本行使期間の

満了日までとする。ただし、第 12 項ただし書に準じた条件に服

する。 

⑤ その他の新株予約権の行使の条件ならびに消却事由および条件 

本新株予約権の条件に準ずるものとする。 

 

16. 新株予約権の行使

請求および払込の

方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行

使請求書に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第 17 項に

定める行使請求受付場所に提出するものとする。当該行使にか

かる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されている場合

には、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければなら

ない。 

(２) 前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使に際し

て払込みをなすべき額の全額(以下｢払込金｣という。)を、現金

にて第 18 項に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下
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｢指定口座｣という。)に振り込むものとする。 

(３) 行使請求受付場所に本新株予約権行使に要する書類を提出した

者は、その後これを撤回することはできない。 

17. 新株予約権の行使

請求受付場所 

株式会社プライム・リンク 経営推進部 
 

18. 新株予約権の行使に

関する払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 上野支店 

19. 新株予約権行使の

効力発生時期等 

(１) 本新株予約権の行使の効力は、第 16 項第(１)号の行使請求書

(および、新株予約権証券が発行されている場合には、当該行使

にかかる本新株予約権の新株予約権証券)が行使請求受付場所に

到達し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生じるもの

とする。 

(２) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交

付する。 

20. 新株予約権の期中

行使があった場合

の株式に関する配

当金の計算 

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に対する最初の利

益配当金または商法第 293 条ノ５に定められた金銭の分配(中間配当

金)については、本新株予約権の行使が毎年４月１日から９月 30 日ま

でになされたときは当該年の４月１日に、毎年 10 月１日から翌年３月

31 日までになされたときは当該年の 10 月１日に、それぞれ本新株予

約権の行使の効力が発生したものとみなしてこれを支払う。 

21. 新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行

価額中資本に組入れ

ない額 

本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れな

い額は、当該発行価額より資本に組入れる額を減じた額とする。資本

に組入れる額は、当該発行価額に 0.5 を乗じ、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。 

22. 新株予約権証券の

原則不発行 

本新株予約権については、新株予約権者の請求があるときに限り新株

予約権証券を発行する。 

23. 新株予約権証券喪

失の場合等 

(１) 新株予約権証券を発行した場合において、当該新株予約権証券

を喪失した者が、その記番号および喪失の事由等を当社に届け

出て、かつ、除権決定の確定謄本を添えて代り新株予約権証券

の交付を請求したときは、当社はこれに代り新株予約権証券を

交付する。 

(２) 新株予約権証券を発行した場合において、当該新株予約権証券

を毀損または汚損したときは、当該証券を提出して代り新株予

約権証券の交付を請求することができる。この場合、当社は、

当該証券と引換えに、代り新株予約権証券を交付する。ただ

し、その真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 

24. 代り新株予約権証券

交付の場合の費用 

代り新株予約権証券を交付する場合は、当社は、これに要した実費(印

紙税を含む。)を徴収する。 

25. 一単元の株式の数

の定めの採用等に

伴う取扱い 

本新株予約権の発行日後、当社が一単元の株式の数の定めを採用する

場合等には、商法の規定および本新株予約権に関する要項の趣旨に従

い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法

により、必要な措置を講ずる。 

26. 法令の改正に伴う

取扱い 

商法、証券取引法その他の法令の新設または改廃（会社法（平成 17 年

６月 29 日に成立し、同年７月 26 日の公布から１年半以内に施行され
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る会社法（平成 17 年法律第 86 号）をいう。）の施行を含む。）によ

り、本要項において引用する各法令、条項数またはその内容等に修正

を加える必要が生じた場合には、当該新設または改正の趣旨を考慮の

上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

27. 新株予約権の発行

価額およびその行

使に際して払込を

なすべき額の算定

理由 

第 12 項および第 14 項記載の通り、当社取締役会は、発行日に限り本

新株予約権の消却を決議することが可能であり、かつ、消却される本

新株予約権は消却のための公告がなされた日または通知がなされた日

のいずれか早い方の日の翌日以降行使できないこと等を考慮して、一

般的な価格算定モデルである二項モデル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 10,000 円（本新株予約権の目的である株

式１株当たり 56.50 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項ないし第 11 項の通りとし、行使価額は当

初、平成 17 年 12 月 19 日から平成 18 年１月 4 日までの 10 連続取引日

の大阪証券取引所における当社普通株式の終値の平均値の約 92％に相

当する額とした。 

28. その他 (１) 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(２) 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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【ご参考】 

 

１.新株予約権発行の理由および資金調達の使途等 

（１）新株予約権発行の理由 

平成18年３月期中間決算において、多額の貸倒引当金を計上したことなどによる特別損失

により、脆弱となった株主資本の充実を図ると共に、企業間の競争の激しさを増す飲食業界

において勝ち残っていくために、フランチャイズ本部機能の強化と新規出店や新規業態の開

発に注力をし、そのための業務提携等にも積極的に取り組むべく、その資金需要に対する調

達手段として新株予約権の発行を決定いたしました。事業の拡大により株式価値を向上させ

ることで株主の皆様に対する利益還元を図っていく所存です。 

 

（２）資金調達の使途 

 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額を含めた差引手取概算額は 

約2,477百万円です。ただし、上記金額は、当初の行使価額で全ての新株予約権が行使され

た場合の概算額であり、実際の差引手取概算額とは異なる場合があります。なお、調達した

資金につきましては、新規出店や新規業態開発のための業務提携等の設備投資に充当する予

定でありますが、具体的な金額については、行使による払込のなされた時点の状況に応じて

決定いたします。 

  

（３）前回調達資金の使途の変更 

 該当事項はありません。 

 

（４）業績に与える見通し 

 平成17年11月29日発表の通期業績見通しに変更はございませんが、今後変更が生じた際に

は、速やかにお知らせいたします。 

 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

 当社では、株主価値を高めると共に、株主に対する安定した利益還元を継続して行うこと

を重要課題と位置づけております。利益配分の基本方針といたしましては、会社の収益動向

ならびに将来の事業展開に向けた内部留保資金の充実とのバランスを総合的に勘案してまい

ります。  

 

（２）配当決定に当たっての考え方 

 上記の考えのもと、前期及び今期にかけて実行してきた店舗閉鎖や出店見込みのないフラ

ンチャイズ出店権利の償却などにより、繰越損失を計上しており、誠に遺憾ではございます

が、前期に引き続き当期末においては配当を見送り、無配とさせて頂く所存でございます。 

 

（３）内部留保資金の使途 

 内部留保については、財務体質の強化に加えて、未処理損失の解消を最優先事項とし、収

益構造の再構築に取り組み、早期の復配につなげていく所存であります。 
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（４）過去３決算期間の配当の状況 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △4811.66円 △25,169.17円 1,485.31円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 - 円 - 円 1,259.33円

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 1,000円 - 円 - 円

実 績 配 当 性 向 -％ -％ -％

株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 12.5％ △108.1％ 10.5％

株 主 資 本 配 当 率 2.5％ - 円 -％

 

（注）１．株主資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益（損失）を株主資本（期首の資本の部

合計と期末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。 

   ２．株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期末の資本の部合計）で除した数値で

あります。 

   ３．平成14年５月20日付けで１株につき５株の株式分割を実施しております。 

 

（５）潜在株式による希薄化情報 

 本新株予約権が当初の行使価額（56,249円）で全て権利行使されたと仮定した場合、2006

年１月５日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は69％です。本新株予約権が上

限行使価額（56,249円）で全て権利行使されたと仮定した場合、2006年１月５日現在の発行

済株式総数に対する潜在株式数の比率は69％です。また、本新株予約権が下限行使価額

（28,125円）で全て権利行使されたと仮定した場合、2006年１月５日現在の発行済株式総数

に対する潜在株式数の比率は138％です。 

 

３．過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりです。 

 

年月日 発行済株式数

増減数（株）

増資額 

（千円） 

増資後資本金 

（千円） 

摘要 

平成15年８月26日 10,538 250,014 763,014 第三者割当増資 

平成16年４月１日～

平成17年３月31日 

3,848.15 110,000 873,014 新株予約権付社

債の権利行使 

平成17年４月１日～

平成17年12月22日 

14,675.52 390,000 1,263,014 新株予約権付社

債の権利行使 
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（２）過去３決算期間および直前の株価等の推移 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

始値 370,000円 40,000円 65,000円 62,100円

高値 399,000円 110,000円 73,700円 95,500円

安値 33,000円 37,500円 53,600円 55,000円

終値 40,000円 65,200円 63,000円 円

株価収益率 8.3倍 △2.6倍 42.4倍 -倍

（注） １．平成 18 年３月期の株価については、平成 17年 12 月 22 日現在で記載しております。 

 ２．株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益で除した数

値であります。 

  ３．平成14年５月20日付けで１株につき５株の株式分割を実施しております。従って、分割前

の株価におきましても分割調整後の株価で表示しております。 
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４．本新株予約権の割当予定先の概要等 

（１）割当予定先の概要 

割当予定先の氏名または名称 有限会社ジュピターインベストメント 

住所 
東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番１号 渋谷クロス

タワー 

代表者の氏名 李 鴻基 

資本の額 300 万円  （総口数 60 口） 

事業の内容 
債権の買取業・不動産の売買および賃貸借なら

びにその仲介等 

主要な社員および持分比率 MLQ Investors, L.P.   100％ 

割当

予定

先の

内容 

主な財政状態 
総資産    91 億円 

自己資本   34 億円 

当社が保有してい

る割当予定先の出

資の口数 

０口 

出資関係 
割当予定先が保有

している当社の株

式の数 

12,967 株 

当社

との

関係 

取引関係等 
人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（注） １．有限会社ジュピターインベストメントの概要および当社との関係は、平成 17 年 12 月 26

日（月）現在のものであります。ただし同社の総資産および自己資本は、平成 17 年 10 月

末現在のものであります。 

２．有限会社ジュピターインベストメントは、ゴールドマン・サックス証券会社のグループ会

社であります。 

３．有限会社ジュピターインベストメントは平成 17 年２月 25 日付で設立され、第１期事業年

度（平成 17 年 11 月 30 日に終了する事業年度）に関する決算が確定していないため、経

営成績に関する記載を省略しております。 

 

 

割当予定先の氏名または名称 有限会社エンプレオ 

住所 名古屋市千種区星が丘元町 15 番 14 号 

代表者の氏名 渡邉 政秀 

資本の額 300 万円  (総口数 60 口)  

事業の内容 投資業、有価証券の保有及び管理等 

割当

予定

先の

内容 

主要な社員および持分比率 アセット・インベスターズ株式会社(100％) 
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主な財政状態 

総資産    300 万円 

自己資本   300 万円 

当社が保有してい

る割当予定先の出

資の口数 

０口 

出資関係 
割当予定先が保有

している当社の株

式の数 

０株 

当社

との

関係 

取引関係等 
人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（注） １．有限会社エンプレオの概要および当社との関係は、平成 17 年 12 月 26 日（月）現在のも

のであります。ただし同社の総資産および自己資本は、平成 17 年 11 月末現在のものであ

ります。 

２．有限会社エンプレオは平成 17 年 10 月 28 日付で設立され、第１期事業年度（平成 18 年９

月 30 日に終了する事業年度）に関する決算が確定していないため、経営成績に関する記

載を省略しております。 

 

（２）その他 

 本新株予約権の割当予定先はいずれも、本新株予約権に関して、当社の普通株式の空

売りを目的とする借株については、本新株予約権の行使によって取得することとなる当

社の普通株式数を超えては行わないことになっています。 
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５．本新株予約権発行日程（予定） 

新株予約権発行決議取締役会 
2006年１月５日 

有価証券届出書提出 

2006年１月６日 新株予約権発行取締役会決議公告 

2006年１月13日 有価証券届出書効力発生日 

2006年１月23日 申込期日 

2006年１月23日 払込期日 

2006年１月24日 新株予約権行使請求開始日 

2008年１月23日 新株予約権行使請求終了日 

 

以  上 


