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平成 18 年３月 10 日 

 

各  位 

東京都新宿区西新宿四丁目 33 番４号 

株式会社 ＧＤＨ 

代表取締役社長 石川 真一郎 

(コード番号：3755 東証マザーズ) 

問い合わせ先 ファイナンス部門長 後藤 文明 

電話 03－5358－1923 

 

 

第９回新株予約権（第三者割当て）の発行に関するお知らせ 

 

 

平成 18 年３月 10 日開催の当社取締役会において、第９回新株予約権（第三者割当て）の発行を決

議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。 

 

＜本新株予約権の特徴＞ 

本新株予約権は、行使価額の下方修正を行わない設定となっており、株価下落時における希薄化を抑

制する設計となっております。 

本新株予約権の発行により、当社といたしましては、第三者割当方式による低コストでの資金調達機

会が得られたことになります。 

以上のとおり、既存株式価値の希薄化懸念による株価に対するインパクトに配慮した設計となってお

り、また、本新株予約権は以下の性質を有するため、本新株予約権の発行は資金調達手法として現時点

における最良の選択であると考えます。 

 

主な特徴は以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権は、行使価額について下方修正を実施しない設計となっているため、権利行使による

希薄化を抑制しうる仕組みであること。 

 

(2) 本新株予約権は、当社取締役会が必要と認めた場合には、払込期日から平成 18 年４月７日まで

の期間において、取締役会決議を行い、発行価額と同額で消却することができるため、当社は発

行価額以上の付加金額を支払うことなく、本新株予約権の消却が可能であること。 

 

(3) 本新株予約権の発行方式は、ゴールドマン・サックス証券会社の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１社に対する第三者割当方式であり、原則として、当社取締役会の承

認のない限り、同社から第三者に新株予約権の形態で譲渡されないこと。 

 

記 

 

１. 新株予約権の総数 25 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 6,950 株と

する。本新株予約権１個の目的たる株式の数は 278 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 項の規定に従って行使価額(第９項に定義する。)の調整

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。 
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調 整 前 株 式 数 ×１ 株 当 た り 

調整前行使価額 

調整後株式数＝                     

１株当たり調整後行使価額 

 

 

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、それぞ

れ第 10 項に基づき調整される前の行使価額および当該調整後の行

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、当該調整事由にかかる第 10 項第(２)号ま

たは第(４)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) 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 10 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。 
４. 新 株 予 約 権 の 

発行価額 

本新株予約権１個当たり 99,704 円(本新株予約権の目的たる株式１株当た

り 358.65 円) 

５. 新株予約権の発行

総額 

2,492,600 円とする。 

６. 新株予約権の申込

期日 

平成 18 年３月 27 日(月) 

７. 新株予約権の払込

期日 

平成 18 年３月 27 日(月) 

 

８. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を有限会社ジュピターイ

ンベストメントに割当てる。 

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、358,647 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

をもって当社普通株式を新たに発行または当社の有する当社普
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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。以下同じ。)を発行する場合。 

調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権の全て

が当初の転換価額で転換されまたは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（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）

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。)

の東京証券取引所（マザーズ）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、
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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。 

11. 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４月 10 日から平成 19 年４月９

日まで(以下「本行使期間」という。)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。 
12. 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。

13. 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、払込期日から平成 18 年４

月７日までの期間において、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 99,704 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。 

14. 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

項により調整がなされた場合に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 11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 11 項に定める本行使期間の満了日までと

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。 

⑥ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要する。ただ

し、第 15 項ただし書に準じた取扱いを行う。 

15. 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。

ただし、本新株予約権が、本新株予約権に係る新株予約権者が支配してい
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る会社等、当該新株予約権者を支配している会社等またはかかる会社等と

共通の支配下にある他の会社等に譲渡される場合には、当社取締役会は当

該譲渡を承認するものとする。なお、「会社等」とは、国内外の会社、組

合その他これらに準ずる事業体をいい、ある会社等の「支配」とは、当該

会社等の総株主、総社員、総組合員または総出資者の議決権の過半数を直

接または間接に保有する場合またはその意思決定機関の構成員の過半数を

占める場合をいう。 

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｢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ＧＤＨ ファイナンス部門財務部  

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 新宿西口支店（またはその時々における承継銀行

もしくは承継本支店） 

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. 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
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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。 

26. 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 

当社は、本新株予約権の消却に関する第 11 項および第 13 項の規定ならび

に割当予定先である有限会社ジュピターインベストメントとの間で締結予

定の新株予約権割当契約の規定等を考慮して、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

99,704 円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 358.65 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

10 項の通りとし、行使価額は平成 18 年３月９日の東京証券取引所（マザ

ーズ）における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価挌の約

92％に相当する額とした。 

27. 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。 

 

 

（注）第９回新株予約権に関し、当社は、割当予定先である有限会社ジュピターインベストメント（本

注において、「割当予定先」）との間で締結予定の新株予約権割当契約において、以下の内容を

合意する予定です。 

  「割当予定先は、当社取締役会が新株予約権の全部または一部の消却を決議した場合、当該消却さ

れる新株予約権について、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、第 16 項に定める行使請求書を提出しないことに同意する。」 

 

以 上 
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【ご参考】 

 

１．発行の理由及び調達資金の使途 

(1) 発行の理由 

当社グループは、「尖端的ブランドの確立」、「グローバルな価値創造」、「高収益コンテンツ・

ライブラリー・マネジメント」というビジョンのもと、「ＧＯＮＺＯ」ブランドで展開する既存事

業領域であるホビー向けアニメ事業を核とし、劇場向けアニメ事業、キッズ向けアニメ事業に取り

組んでまいりました。 

当社グループでは、更なる成長を実現するため、実写映画事業及びオンラインゲーム事業等の保有

する経営資源の有効活用及び現在行っている事業との相乗効果が見込まれる新規事業への更なる事

業拡大を目指しております。この度の新株予約権は、当社グループの重要な事業戦略である事業拡

大を目的とした資本提携、版権投資及び機動的な財務戦略のための財務体質強化を目的として発行

するものであります。 

(2) 今回の調達資金の使途 

手取概算額は 2,481,089,250 円となります。本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるた

め、現時点において本新株予約権の行使による払込金額及び時期を判断することは困難となってお

りますが、権利行使による払込があった場合の調達資金につきましては、主として当社グループの

重要な事業戦略である事業拡大を目的とした資本提携、版権投資及び借入金の返済等に充当する予

定でおります。 

(3) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はございません。 

(4) 業績に与える見通し 

平成 18 年３月期の業績予想に変更はございません。 

 

２．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけておりますが、現時点におきましては、

経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保の充実に努めることによって、企業価値

を高め、株主に応えることを念頭に置いております。今後におきましては、総合的に検討を重ね、

株主への利益還元を行って参る所存であります。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

配当に関しましては、上記の基本方針に基づき決定いたします。 

(3) 内部留保資金の使途 

財務体質の強化を図るとともに、将来の事業展開等に備えてまいります。 

(4) 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 16,121,30 円 13,438.50 円 14,071.48 円 

１株当たり年間配当金 －円 －円 －円 

実 績 配 当 性 向 －％ －％ －％ 

株主資本当期純利益率 29.0％ 17.0％ 15.2％ 

株 主 資 本 配 当 率 －％ －％ －％ 

(注)株主資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（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。 

 

３．その他 

(1) 潜在株式による希薄化情報等 

今回のファイナンスを実施することにより、平成 18 年３月９日現在の発行済株式総数に対する潜在

株式数の比率は 28.7％になる見込みであります。 

(注)潜在株式数の比率は、既に発行されている新株予約権が全て権利行使された場合に発行される

株式数及び今回発行する本新株予約権が全て当初の行使価額で権利行使された場合に発行され

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。 
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(2) 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等 

年月日 発行済株式 
増減数 

資本金増加額 増資後資本金 摘 要 

平成16年５月１日 700株 70,000千円 979,236千円 有償第三者割当 

平成16年11月８日 1,500株 133,875千円 1,322,572千円 有償一般募集 
（ﾌﾞｯｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ方式）

②過去３決算期間及び直前の株価の推移 

 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 

最 高 － － 1,350,000円 
※491,000円 

663,000円

最 低 － － 287,000円 
※411,000円 352,000円

(注)１.平成18年３月期の株価は、平成18年３月９日現在で表示しております。 

２.株価は、東京証券取引所市場(マザーズ)における株価を記載しております。 

３.当社株式は、平成16年11月10日から東京証券取引所市場(マザーズ)に上場されております。

それ以前については、該当事項ありません。 

４.※印は、株式分割（平成17年５月20日、１株を２株に分割）による権利落後の株価であり

ます。 

③過去３決算期間の株価収益率及び株主資本利益率の推移 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 

株価収益率 － － 58.7倍 

株主資本当期利益率 29.0％ 17.0％ 15.2％ 

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

あります。 

２.当社は、平成16年11月10日から東京証券取引所市場(マザーズ)に上場されておりますので、

平成15年３月期及び平成16年３月期の株価収益率については、該当事項ありません。 

 

４．本新株予約権の割当先及び割当額 

割当予定先の氏名又は名称 有限会社ジュピターインベストメント 

割当新株予約権数 25個 

払込金額 2,492,600円 

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 

事業の内容 債権の買取業・不動産の売買及び賃貸借並び
にその仲介等 

割当予定先

の内容 

大株主および持株比率 MLQ Investors, L.P.  100％ 

当社が保有している 
割当予定先の出資の口数

該当事項はありません。 
出資関係 

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数 

該当事項はありません。 

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)１.割当予定先の内容および当社との関係欄は、平成18年３月10日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。 
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５．本新株予約権発行の日程 

平成 18 年３月 10 日（金曜日） 新株予約権発行決議取締役会 

平成 18 年３月 10 日（金曜日） 有価証券届出書提出日 

平成 18 年３月 11 日（土曜日） 法定公告 

平成 18 年３月 18 日（土曜日） 有価証券届出書効力発生日 

平成 18 年３月 27 日（月曜日） 申込期日 

平成 18 年３月 27 日（月曜日） 払込期日 

平成 18 年４月 10 日（月曜日） 新株予約権行使請求開始日 

平成 19 年４月 ９日（月曜日） 新株予約権行使請求終了日 

 

以 上 


