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                                   平成 18 年１月６日 

各   位 

                           株 式 会 社 Ｔ Ｔ Ｇ 

                           代表取締役社長  吉 岡 義 朗 

                           （ＪＡＳＤＡＱ・コード１９９１） 

                           問合わせ先 

                           常務取締役経理部長 倉 岡 慶 邦 

                           電話 (０３)５４２１－９６００ 

 

  
第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年１月６日開催の取締役会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の

発行をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

＜本件資金調達の目的＞ 

当社は、本年度２回の増資を行い、リストラ、有利子負債の削減を実施しましたが、更なる有利子

負債の削減も考慮して、安定した経営基盤を構築するため、今般第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債を発行することを決議しました。 

 

記 
 
    
１．社債の名称    株式会社ＴＴＧ第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債    

２．社債の発行価額    額面１００円につき金１００円    

３．新株予約権の発行価額    無償とする。    

４．新株予約権の発行価額の算定

理由（無償の理由） 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであ

り, 本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使され

ると代用払い込みにより本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が

相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値

と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる

経済的な価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。    

５．払込期日及び発行日 平成 18 年１月 25 日（水）    

６．募集に関する事項  

（１）募集の方法及び割当額 第三者割当の方法により、ユニオンホールディングス株式会社及び

株式会社ＵＳＳキャピタルにそれぞれ金５億円を割当てる。    

（２）発行価格（募集価格） 額面１００円につき金１００円    

（３）申込期日 平成 18 年１月 25 日（水）    

（４）申込取扱場所 株式会社ＴＴＧ 本社 総務部 

７．新株予約権に関する事項     

（１）新株予約権の目的たる株式の種類及び数    

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求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保有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式
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の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本

項第(３)号②記載の転換価額（ただし、本項第(８)号または第(９)号によって修正または調整さ

れた場合は修正後または調整後の転換価額）で除した数とし、１株未満の端数は切り捨て、現金

による調整は行わない。各本新株予約権の目的である数（以下「交付株式数」という。）は、当

該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数とする。 

（２）新株予約権の総数    

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 10 個の本新株予約権を発行する。 

（３）行使時の払込金額及び転換価額    

①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額（以下「転換価額」という。）

は、当初 304 円とする。 

（４）行使時払込金額（転換価額）の算定理由    

本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから,新株予約権１個の行使に際

して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は平成 18 年１月５日の株

式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値とした。 

（５）新株の発行価額中の資本組入れ額    

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の資本組入額は当該株式の

発行価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り

上げるものとする。 

（６）行使請求期間    

本新株予約権付社債の社債権者は、平成 18 年７月１日から平成 20 年１月 24 日までの間、いつ

でも、本新株予約権の行使を請求すること（以下「行使請求」という。）ができる。 

（７）行使の条件    

① 当社が第８項第(７)号②もしくは③により本社債を繰上償還する場合または当社が本社債に

つき期限の利益を喪失した場合には、償還日または期限の利益の喪失日以後本新株予約権を

行使することはできない。当社が第８項第(７)号④記載の本新株予約権付社債の社債権者の

請求により本社債を繰上償還する場合には、本新株予約権付社債券が添付された当社の定め

る請求書（以下「繰上償還請求書」という。）が第８項第(13)号記載の償還金支払場所に提

出された時以後本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

② 各本新株予約権の行使につきましては、平成 18 年６月末開催予定の当社定時株主総会にて、

定款の「発行する株式の総数」の変更が付議され、特別決議による承認可決がされることを

条件といたします。 

（８）転換価額の修正    

平成 18 年７月２日以降、本新株予約権付社債の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」とい

う。）の前日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし終値のない日は除く。）の株式会社

ジャスダック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の 90％に相当する金額

の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有

効な転換価額を１円以上下回る場合又は上回る場合は、転換価額は当該修正日以降、当該修正日

価額に修正される。ただし、転換価額は 152 円を下回らず、912 円を上回らないものとする。ま

た、上記３連続取引日の間に本項第(９)号に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、

修正後の転換価額は本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 
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（９）転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額または処

分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証

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。）には、次に定める算式をも

って転換価額を調整する。なお、次式において、「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数

から、当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 

 

 

 

 

また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併合または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

もしくは新株予約権付社債を発行する場合等にも転換価額を適宜調整する。株式分割により当社

普通株式を発行する場合には、上記算式で使用する「新発行・処分株式数」は、株主割当日にお

ける当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

なお、本号における「時価」とは、調整後の転換価額を適用する日（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当社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。）の株式会社ジャスダック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。）の平均値をいう。 

（10）消去事由及び消去条件    

消却事由は定めない。 

（11）行使によって交付された株式の配当起算日    

行使請求により交付された当社普通株式に関する利益配当金（商法 293 条ノ５による金銭の分

配）については、行使請求の属する配当計算期間の初めに当社普通株式の交付があったものとみ

なしてこれを支払う。 

（12）行使請求受付場所    

名義書換代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

（13）代用払込に関する事項    

商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号により、本新株予約権を行使したときは本社債の

全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする旨の

請求があったものとみなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとする。    

８．社債に関する事項     

（１）社債の総額    金１０億円    

（２）各社債券の金額    金１億円の１種    

（３）社債の利率    年２．８％    

（４）利息の支払の方法  

① 利息の計算期間 

イ 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 18 年９月 30 日を第１

回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年３月 31 日及び９月 30 日の２回

に各その日までの前半か年分を支払う。 

ロ 発行日の翌日から平成 18 年９月 30 日までの利息を支払うとき、半か年に満たない期間に

つき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。 

 

時   価 調整後 

転換価額 

調整前 

転換価額 
× ＝ 

既発行 

株式数 ＋ 

新発行・ 

処分株式数 
× 

1 株あたりの 

発行・処分価額 

既発行株式数 新発行・処分株式数 ＋ 
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ハ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ

る。 

ニ 第１回の支払期日後に新株予約権行使の効力が発生した本社債については、新株予約権行

使の効力発生日の直前の支払期日後は利息をつけない。 

② 利息の支払場所 

株式会社ＴＴＧ 本社 経理部 

（５）償還期限    平成 20 年１月 25 日（金）    

（６）償還価額    額面１００円につき１００円 

ただし、繰上償還の場合は本項第(７)号②乃至④に定める価額によ

る。    

（７）償還の方法     

①本社債は、平成 20 年１月 25 日にその総額を償還する。 

②当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主

総会で決議した場合、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日から 30 日以上 60 日以

内の事前通知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、残存する本社

債の全部（一部は不可）を額面 100 円につき金 100 円で繰上償還する。 

③当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対

して、償還すべき日の２週間前に通知を行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を

額面 100 円につき金 100 円で繰上償還することができる。 

④本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対

して償還すべき日の２週間前に通知を行い、かつ繰上償還請求書に繰上償還を請求しようとす

る社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、繰上償還を請求しようと

する本新株予約権付社債券を添えて償還金支払場所に提出することにより、その保有する本社

債の全部または一部を額面 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対して請求す

る権利を有する。 

⑤本号に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ

る。 

⑥本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本新株予

約権のみを消却することはできない。本社債の買入消却の場合、当社は取得した本新株予約権

につき、その権利を放棄するものとする。 

（８）社債券の様式    

無記名式とする。 

なお、本新株予約権付社債は商法第 341 条ノ２第４項の定めにより本社債と本新株予約権のう

ち一方のみを譲渡することはできない。 

（９）担保の有無    

本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付されておらず,また本新株予約権付社債のた

めに特に留保されている資産はない。 

（10）財務上の特約    

無し 

（11）取得格付    

取得していない。 

（12）社債管理会社    

本新株予約権付社債は、商法第 297 条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理会社は設

置しない。 

（13）償還金支払事務取扱者（償還金支払場所）    

株式会社ＴＴＧ 本社 経理部 
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９．上場申請の有無    無し    

10．前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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（ご参考） 

１．資金使途 

（１）調達資金の使途 

手取概算額 997 百万円全額は、銀行等に対する有利子負債の返済に充てるものであります。 

 

（２）業績に与える見通し 

業績予想には影響はありません。 

 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社におきましては、財務体質を強化し、株主の皆様の利益を継続的に確保して、安定的な配

当を行っていくことを基本的な方針としております。 

 

（２）内部留保資金の使途 

内部留保資金の使途につきましては、財務体質強化等の原資として活用して、また企業価値向

上のために必要となる投資を積極的に行うことで競争力を高めていく所存であります。 

 

（３）過去３決算期間の配当状況等 

 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 △65 円 15 銭 △131 円 72 銭 △253 円 61 銭 

１株当たり年間配当額 6 円 00 銭 ― ― 

実 績 配 当 性 向 △8.8％ ― ― 

株主資本当期純利益率 △13.6％ 33.0％ △121.7％ 

株 主 資 本 配 当 率 1.3％ ― ― 

 

３．その他 

 （１）過去過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

 年 月 日 発行株式数 発行価額 

第三者割当による新株式発行 平成 17 年７月 15 日 9,900,000 株 １株につき金 100 円 

第三者割当による新株式発行 平成 17 年９月２日 35,000,000 株 １株につき金 100 円 

  

（２）潜在株式による希薄化情報 

今回のファイナンス実施により、直近の発行済株式総数（平成 18 年１月６日現在）に対する潜

在株式数の比率は 6.9％となる見込みです。 

（注）潜在株式の比率は、今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権が全て当初の転換価額で権

利行使された場合に新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。全て上限転換価

額で権利行使された場合の潜在株式数の比率は 2.3％であり、全て下限転換価額で権利行使された場合の潜在株

式数の比率は 13.6％であります。 
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（３）過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 １５年３月期 １６年３月期 １７年３月期 １８年３月期 

始   値  ６００円 ４３３円 ４８５円  ６４０円 

高   値  ６４８円 ７２９円 １，０５０円  ９００円 

安   値  ３９５円 ４３３円 ４８０円  ２４４円 

終   値  ４５９円 ４９０円 ６８０円  ３０４円 

株価収益率  ― ― ― ― 

（注）１.平成 18 年３月期につきましては、平成 18 年１月５日までの株価等の推移を記載しております。 

２.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を、同一期の一株当り当期純利益で除した数値であります。 

３.平成 15 年３月期、平成 16 年３月期及び平成 17 年３月期の株価収益率につきましては、当期純損

失のため算出しておりません。 

４.平成 18 年３月期の株価収益率につきましては、期中のため算出しておりません。 

（４）株式貸借取引 

  本件に関して株式の貸借はありません。 

 

４．割当予定先の概要 

割当予定先の氏名又は名称      ユニオンホールディングス株式会社 

割当新株予約権付社債（額面） 金 500,000,000 円 

払込金額 金 500,000,000 円 

住所 東京都板橋区志村 2 丁目 19 番 17 号 

代表者の氏名 代表取締役社長 横濱 豊行 

資本の額 13,013,150,000 円 

事業の内容 
精密光学機器製造及び販売事業並びに事務代行サー

ビス事業 割当予定

先の内容 

大株主及び持株比率 

日本証券金融株式会社 12.91％ 

中川 信男  2.52％ 

宮原 正治  2.02％ 

株式会社西日本ファミリー健康センター 1.14％ 

福井 豊子  1.01％ 

当社が保有している割当

予定先の株式の数及び持

株比率 

― 
出
資
関
係 

割当予定先が保有してい

る当社の株式の数持株比

率 

24,900,000 株 51.66％ 

取引関係等 該当事項はありません。 当社との

関  係 

人的関係等 

当社代表取締役会長の河西宏和氏は、ユニオンホールデ

ィングス株式会社の代表取締役会長を、当社取締役の横

濱豊行氏は同社代表取締役社長を兼務しております。ま

た、当社取締役副会長の川上隆三氏はユニオンホールデ

ィングス株式会社の完全子会社のユニオン光学株式会社

の代表取締役を、当社代表取締役社長の吉岡義朗氏は同

社取締役を兼務しております。 

（注）「資本の額」および「大株主及び持株比率」については平成 17 年９月 30 日現在、「出資関係」および

「人的関係」については平成 18 年１月５日現在のものであります。 
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割当予定先の氏名又は名称      株式会社ＵＳＳキャピタル 

割当新株予約権付社債（額面） 金 500,000,000 円 

払込金額 金 500,000,000 円 

住所 東京都千代田区紀尾井町４番１号 

代表者の氏名 代表取締役 伊藤 直美 

資本の額 10,000,000 円 

事業の内容 コンサルティング事業、投資事業、不動産事業 

割当予定

先の内容 

大株主及び持株比率 Goodmachine Trust  100％ 

当社が保有している割当

予定先の株式の数及び持

株比率 

― 
出
資
関
係 

割当予定先が保有してい

る当社の株式の数及び持

株比率 

― 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との

関  係 

人的関係等 該当事項はありません。 

（注）「割当予定先の内容」および「当社との関係」については平成 18 年１月５日現在のものであります。 

 

以  上 


