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2007 年 4 月満期新株予約権の発行について 

 

 

 本日開催の当社取締役会において、新株予約権の発行を下記の通り決議致しましたので、

ご報告申し上げます。 

 

記 

 

 当社は、予て公表の通り、株式会社サクラダ事業再生支援資金及び当社運転資金を調達

すべく、平成 18 年 2 月 14 日に新株予約権付社債及び新株予約権を、平成 18 年 3 月 23 日

に新株予約権を、それぞれ発行しております。 

 新規事業案件が今後は一層拡大して行くことを踏まえ、必要となる追加資金及び運転資

金の手当てを図るべく、新たにユーロ円建新株予約権（行使時払込金額総額 2,000,000,000

円）を発行することにつき、投資家との合意が今般成ったものです。 

 

新株予約権の概要 

 

 １．新株予約権の名称      ：森電機株式会社 2007 年 4 月満期新株予約権（以下

「本新株予約権」という。） 

２．新株予約権の目的たる     ：本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当 

株式の種類及び数 社普通株式 55,555,400 株とする。 

       （本新株予約権 1 個の目的である株式の数（以下「割

当株式数」という。）は 277,777 株とする。） 

ただし、第１２項②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。 



３．発行する新株予約権の総数  ：200 個 

４．新株予約権の発行価額    ：本新株予約権 1 個につき 200,000 円 

５．新株予約権の発行価額の総額 ：40,000,000 円 

６．発行地    ：香港 

７．募集の方法         ：第三者割当による 

８．新株予約権の割当先及び割当数：Pavilion Investment Group Limited  200 個 

９．申込期日         ：2006 年 4 月 17 日（香港時間） 

１０．払込期日          ：2006 年 4 月 17 日（香港時間） 

１１．発行日           ：2006 年 4 月 17 日（香港時間） 

１２．新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

① 行使価額       ：本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額

は、10,000,000 円とする。 

                 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新

たに発行又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又は移転を「交

付」という。）する場合における株式１株あたりの払

込金額（以下「行使価額」という。）は、当初、36

円とする。 

② 割当株式数の調整  ：本項③又は④に従い、行使価額の調整又は修正がな

された場合、割当株式数は、次の算式により調整さ

れる。但し、１株未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 

 

 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後割当株式数＝ 
調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価

額は、本項③に定める調整前行使価額及び調整後行

使価額又は本項④に定める行使価額及び修正後行使

価額とする。 

   ③ 行使価額の調整     ：行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社 

普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当

社普通株式を発行し又は処分する場合には（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

証券又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



換又は行使による場合を除く。）、次の算式により調

整される。尚、次の算式において「既発行株式数」

は当社の発行済株式総数（但し、当社普通株式に係

る自己株式数を除く）をいう。 

 

新発行 ･     1 株当たりの  

            処分株式数 × 発行･処分価額  

 調 整 後   調 整 前     既発行株式数  ＋     1 株当たり時価       

 行使価額 ＝ 行使価額 ×  既発行株式数  ＋   新発行･処分株式数  

 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割･併合等一

定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

④ 行使価額の修正    ：本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権

の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われ

た日において、行使請求が行われた日の前日（以下

「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の直前取引

日までの４連続取引日とする。以下「時価算定期間」

という。）の各取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を

含む）の平均値の 90％に相当する金額（円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げ

る。）に修正（以下、修正された行使価額を「修正後

行使価額」という。）される。但し、かかる算出の結

果、修正後行使価額が 54 円（以下｢上限行使価額｣と

いう。但し、本項③による調整を受ける。）を上回る

こととなる場合には、修正後行使価額は上限行使価

額とし、修正後行使価額が 18 円（以下｢下限行使価

額｣という。但し、本項③による調整を受ける。）を

下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限

行使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価

額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、

本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値

に調整される。 



１３．新株予約権行使の際の払込金額：2,000,000,000 円 

の総額 

１４．新株予約権行使により発行する：本新株予約権１個につき 10,020,000 円 

   株式の発行価額               

１５．新株予約権行使により発行する：2,040,000,000 円 

株式の発行価額の総額               

１６．新株予約権行使により株式を ：本新株予約権行使により発行される株式の発行価 

発行する場合の株式の発行価  額に０.５を乗じた金額とし、計算の結果１円未満 

額中の資本組入額 の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるも

のとする。 

１７．新株予約権の行使請求期間  ：本新株予約権者は、2006 年 4 月 17 日から 2007 年

4 月 17 日までの間（日本時間）（ただし、第１９項

に従って本新株予約権の全部又は一部が消却され

る場合、消却される本新株予約権については、消

却のための公告又は通知が行われた日を行使請求

期間の最終日とする。）、本新株予約権の行使請求

ができる。 

１８．新株予約権の行使の条件   ：本新株予約権１個の一部行使はこれを認めない。 

１９．新株予約権の消却事由及び消却条件 

① 当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社取締役会が必要と認めた場合

には、消却日に先立つ２週間前までに、本新株予約権者に対して事前通知を行

った上で（且つ、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は、

公告を行った上で）、残存する本新株予約権の全部又は一部を消却することがで

きる。 

② 当社は、当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換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、当該効力発生日以前に、残

存する本新株予約権の全部を消却することができる。 

③ 当社は、上記①又は②により本新株予約権の消却を行う場合、本新株予約権者

に対し、本新株予約権１個に対し当初の新株予約権１個の発行価額相当額を対

価として支払うものとする。 

２０．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 

承認を必要とするものとする。 

２１．新株予約権証券の発行     ：新株予約権証券は、本新株予約権者の請求がある 

ときに限り、当社はこれを発行する。 

２２．新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使の際の払込金額の算定方法： 

新株予約権は、行使価額が当社の株価により修正され、また部分行使が可能で



あること、任意の時点において発行価額と同額の対価をもって消却できるもの

とされていることから、新株予約権の発行価額を決定するにあたりオプション

算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルは適切でないと判断し、新株

予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、売買出来高の実績、当社の資

産状態、収益状況、発行済株式数等の諸事情を総合的に勘案の上、新株予約権

の発行により企図される目的が達成される限度で、新株予約権１個の発行価額

を 200,000 円とした。また、2006年 3月 30 日（木）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 90%に相当する 36 円を基準とし、そ

れを新株予約権の１株あたりの行使の際の払込金額として設定した。 

２３．新株予約権の行使請求受付場所 ：行使請求受付場所 当社（本社総務部） 

   及び払込取扱場所        払込取扱場所   株式会社みずほ銀行渋谷支店 

２４．行使によって交付された株式の：本新株予約権の行使により交付される当社普通株 

配当起算日    式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、

本新株予約権の行使がなされた時の属する配当計

算期間の期首に本新株予約権の行使の効力が発生

したものと看做してこれを支払う。 

２５．本新株予約権の申込が発行総数に達せざるときは、申込数をもって本新株予約権の 

   総数とする。 

２６． その他本新株予約権に関し必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役に一任する。 

２７．割当先の概要 

Pavilion Investment Group Limited 

（１）名称         ：Pavilion Investment Group Limited 

（２）本店所在地      ：Commence Chambers, Road Town, Tortola,  

British Virgin Islands 

（３）代表者の役職氏名   ：Tam Miu Ling 

（４）資本の額       ：1 米ドル 

（５）発行済株式総数    ：50,000 株 

（６）大株主及び持ち株比率 ：Tam Miu Ling 100％ 

（７）主な事業内容     ：投資業 

（８）当社との関係     ：該当事項はありません 

    

【ご参考】 

 

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、増資後発行済株式総数に対する潜在

株式数及びその比率は、下表の通りとなる見込みであります。 



 

行使価額 潜在株式数 潜在株式数の比率 

当初行使価額（３６円） 65,297,936 株    24.96％ 

上限行使価額（５４円） 46,779,573 株    17.88％ 

下限行使価額（１８円） 120,853,647株    46.19％ 

 

（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、

上限行使価額又は下限行使価額で権利行使された場合に発行される株式数の合計

を直近の発行済株式総数で除した数値であります。 

           

 ＝以上＝ 


