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第4回新株予約権発行のお知らせ 

 

 当社は平成18年4月10日開催の当社取締役会において、株式会社バーテックス リンク

第４回新株予約権の発行を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

 
１、新株予約権発行の理由 

   平成 16年 11月に実施いたしました第３回新株予約権の発行時から今回の第４回新

株予約権の発行決議までの期間に新株予約権の行使により 1,027百万円の資金を調達

いたしました。当該調達資金は、当社グループの将来の安定した収益に資するための

基盤を形成すべく、セキュリティコンサルティング事業子会社、半導体・LCD及びマテ

リアル事業子会社等の子会社設立資金に 430百万円、事業再生・投融資事業子会社の

運営するファンドに 500百万円の出資、残額はそれぞれの事業の運転資金等に使用い

たしました。 

   今回発行いたします第４回新株予約権の発行理由は、当社は今後、持株会社への移

行を計画しており、当社グループとして、ネットワークセキュリティ事業、商品開発

OEM･ODM事業、半導体・LCD製造装置関連の部材販売事業、セールスプロモーション事

業、事業再生コンサルティング事業の５事業のセグメントに再編成し事業運営を行っ

てまいります。当社は今後の飛躍のために、よりダイナミックな投資を通じ、収益企

業へと脱皮していきたいと考えております。このため、今後の短・中期的な機動的な

資金調達を可能とし、確実なキャッシュフローを確保し、それぞれの事業の展開を積

極的に行うことができるよう、より一層の資本の充実、財務の強化をしておく必要が

あると認識しております。 

   なお、上記の計画が具体的になり次第、速やかに開示したいと考えております。 
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２．新株予約権の発行要領 

 (1) 新株予約権の名称 株式会社バーテックス リンク 第４回新株予約権 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数 当社普通株式17,000,000株 

（新株予約権１個につき1,000株） 

(3) 新株予約権の発行総数 17,000個 

(4) 新株予約権の発行価額 １個につき2,000円（1株につき2円） 

(5) 新株予約権の発行価額の総額 34,000,000円 

(6) 募集の方法 第三者割当の方法による 

(7) 新株予約権の割当先および割当数 

長井 博實 

マック３号投資事業組合 

マック4号投資事業組合 

廣部 英子 

鈴木 青樹 

14,000個 

1,000個 

1,000個 

500個 

500個 

  (8) 申込期日 平成18年4月27日（木曜日） 

  (9) 払込期日 平成18年4月27日（木曜日） 

  (10) 発行日 平成18年4月27日（木曜日） 

(11) 新株予約権の行使に際して払込むべき金額 

１個につき105,000円（１株につき105円） 

ただし、下記（19）に定める調整に服する 

(12) 新株予約権の行使に際して払込むべき金額の総額      1,785,000,000円 

(13) 新株予約権の行使に際して発行する株式の発行価額  １個につき 107,000円

（１株につき107円） 

(14) 新株予約権の行使に際して発行する株式の発行価額の総額 

    1,819,000,000円 

(15) 新株予約権の行使に際して発行する株式の資本組入額  １個につき54,000円 

（1株につき54円） 

ただし、下記（19）により調整された場合には調整後の株式の発行価額に 0.5

を乗じた額とし、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。 

(16) 新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込むべき額の算定理由 

他の資金調達手段の実現性を慎重に議論した結果、本新株予約権の発行は、今

後の当社の財務基盤の安定、事業推進上必要不可欠であると判断しております。 

上記を踏まえ、当社の現状の財務状況、業績見通し、および当社の株式の流動

性等のリスクを勘案し、平成18年4月5日から平成18年4月7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普通取引の終値の平均値 109円 33

銭から 3.96％ディスカウントした金額である 105円（円位未満切り上げ）を基準
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となる株価とし、それを新株予約権の行使により当社が発行する場合における１

株当たりの発行価額として設定いたしました。 

また、新株予約権の発行価額を算定するに当たり、当社の昨今の業績推移なら

びに財務状況から、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、発行価額は１個につき2,000円（1株につき2円）といたし

ました。 

(17) 行使期間 平成18年4月28日から平成20年4月26日 

(18) 新株予約権の行使によって新株を発行する場合の利益または利息の配当起算日 

本新株予約権の行使によって発行される場合の当該株式に対する最初の利益配

当金または中間配当金（商法第293条ノ5による金銭の分配）は、本新株予約権行

使の行使が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日か

ら３月31日までになされたときは10月１日にそれぞれ新株の発行がなされたもの

とみなしてこれを支払うものとする。 

  (19) 新株予約権の目的となる株式の数および払込金額の調整 

①株式数の調整 

新株予約権発行後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、株式の数

は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整される。 

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新

株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要な調整を

行うものとする。 

②払込金額の調整 

新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の

処分（新株予約権の行使による場合を除く）を行うときは、次の算式により１株

当たり払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 

    新規発行式数 × １株当たり払込金額 既発行 

株式数 
＋ 

時 価 調整後 

払込価額 
= 
調整前 

払込金額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保

有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」、また「1株当たりの払込金額」を「1株当た
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りの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には 1株

当りの払込金額は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるも

のとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または株式分割を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、資本の減少、合併または株式分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲

で払込金額を調整するものとする 。 
 

(20) 新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。 

(21) 消却事由および消却条件 

① 当社が吸収合併による消滅ならびに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、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。 

 ② 当社は前号による新株予約権の消却を行う場合、本新株予約権者に対し、無償

で消却するものとする。 

(22) 譲渡制限 

本新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続はできないものとする。ま

た、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会による譲渡承認を受けなければ

ならないものとする。 

(23) 新株予約券証券の発行 

  新株予約権証券の発行は、これを行わないものとする。 

(24) 新株予約権の行使請求受付場所 

株式会社バーテックス リンク 本社管理部 

(25) 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

   株式会社三井住友銀行 人形町支店 

(26) 前記各号については証券取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

(27）その他の事項 

① 新株予約権の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着した日に発

生する。 

② 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

③ 新株予約権の行使請求の方法 

   行使請求しようとする予約権者は、当社の定める行使請求書を行使請求受付場所

に提出したうえで、第 25項記載の払込取扱場所に行使価額相当額の払込みを行

うものとする。 
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【ご参考】 

１．資金の使途等 

(1)資金の使途 

当該第三者割当による新株予約権の発行による資金(権利行使後の新株式発行価格の

総額1,819,000千円から発行諸費用の概算額30,000千円を差引いた残額の1,789,000

千円)の使途につきましては、概ね次のように考えております。 

 

半導体・LCD製造装置関連の部材販売事業の関連提携先企業への投融資、乃至M&A資

金及び運転資金に800,000千円、商品開発OEM・ODM事業の関連提携先企業への投融

資、乃至M&A資金及び開発資金として500,000千円、ネットワークセキュリティ事業

の関連提携先企業への投融資、乃至M&A資金に200,000千円、残額を他の事業の運転

資金に当てたく考えております。なお、これらの投融資、新事業等に関する詳細及び

今後のM&A資金使途の具体的内容につきましては、後日、確定後速やかに開示いたし

ます。       

(2)業績および配当の見通し 

今後の業績に与える影響については、確定次第、お知らせいたします。 

(3)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、早期の復配を経営的な最優先課題のひとつと位置付け、業績向上と安定の

ための経営上の諸施策を実施してまいります。 

②配当決定に当たっての考え方 

配当につきましては、業績、経営環境及び中長期的な事業強化のための内部留保も 

考慮し、総合的見地から決定する所存です。 

③過去３決算期間の配当状況 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

1株当たり利益 △171円57銭 △101円58銭 △15円60銭 

1株当たり配当金 0円 0円 0円 

実 質 配 当 性 向 － － － 

株主資本利益率 － － － 

株主資本配当率 － － － 

 (注) 1.各決算期の株主資本利益率は、当該決算期間の当期利益を株主資本（当該

決算期首の資本の部合計と当該決算期末の資本の部合計の平均）で除した数

値であります。 

2.各決算期の株主資本配当率は、当該決算期間の年間配当総額を株主資本（当

該決算期首の資本の部合計と当該決算期末の資本の部合計の平均）で除した

数値であります。 
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(4)今後の増資についての考え方 

経営計画に沿った機動的な事業展開に対応するため、資金需要の必要性、業績の

見通し、ならびに株式市場の環境等を総合的に勘案し、慎重に検討してまいります。 

 

(5)過去のエクイティ・ファイナンスの状況 

  ①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。なお、当

該エクイティ・ファイナンスによる調達資金の使途については当初の計画と概ね

変更はございません。 

   

（ⅰ）第三者割当による転換社債型新株予約権付社債  

社債の名称 株式会社バーテックス リンク第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債 

社債の総額 金500,000千円 

発行日 平成15年10月28日 

   行使価額 当初121円 

転換率 100％ 

 

（ⅱ）株主割当有償増資  

   発行新株式数 8,644,093株 

   発行価格 90円 

   発行総額 金777,968千円 

   発行日 平成16年４月16日 

 

（ⅲ）第三者割当増資  

   発行新株式数 5,000,000株 

   発行価格 90円 

   発行総額 金450,000千円 

   発行日 平成16年４月16日 
 
 

（ⅳ）第１回新株予約権  

   発行新株予約権数 5,000個（5,000,000株） 

   発行価格 １個につき1,000円（１株につき１円） 

   発行価格総額 金450,000千円 

   行使価額 １個につき90,000円（１株につき91円） 

   発行日 平成16年４月16日 

行使率 100％ 
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（ⅴ）第２回新株予約権  

   発行新株予約権数 8,000個（8,000,000株） 

   発行価格 １個につき１,000円(１株につき１円) 

   発行価格総額 金1,088,000千円 

   行使価額 １個につき135,000円（１株につき135円） 

   発行日 平成16年５月25日 

行使率 78.1％ 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 
 

（ⅵ）第３回新株予約権  

   発行新株予約権数 15,000個（15,000,000株） 

   発行価格 １個につき1,000円（１株につき１円） 

   発行価格総額 金1,088,000千円 

   行使価額 １個につき153,000円（１株につき153円） 

   発行日 平成16年12月15日 

行使率 19.7％ 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 

 

②過去３年間の株価の推移 

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

始 値 135円 161円 111円 

高 値 339円 247円 112円 

安 値 118円 101円 105円 

終 値 161円 111円 112円 

 (注)なお平成 19年 3月期の終値は、平成 18年 4月 10日現在のものです。 
 

(6)潜在株式による希薄化情報等 

  今回の第4回新株予約権の発行を実施することにより、平成18年4月10日現在の

発行済株式総数に今回同時に発行予定の第三者割当増資の発行株式数を加えた増資

後株式数に対する潜在株式数の比率は68.5％になる見込みです。 

  （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新株予約権が全て当初の行使価

格で権利行使された場合に発行される株式数を前述した増資後株式数で除

した数値です。 
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(7)新株予約権発行日程（予定） 

 

平成18年4月10日(月) 第4回新株予約権取締役会発行決議（発行・条件決議） 

平成18年4月10日(月) 有価証券届出書提出日（EDINET） 

平成18年4月11日(火) 法定公告（電子開示） 

平成18年4月26日(水) 有価証券届出効力発生予定日 

平成18年4月26日(水) 申込開始日 

平成18年4月27日(木) 申込期日 

平成18年4月27日(木)  新株予約権払込期日 

平成18年4月28日(金) 新株予約権行使開始日 
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(8)新株予約権行使後の株主の状況（予定） 

本新株予約権の権利行使後の大株主の状況は、以下の通りとなります。 

順位 名称 所有株式数(千株) 構成比(%) 

1 長井 博實 16,000千株 25.83% 

2 中村 達三 1,500千株 2.42% 

3 大和証券株式会社 1,456千株 2.35% 

4 有限会社ティー・ケー・シー 1,448千株 2.34% 

5 ｼｰﾋﾞｰﾎﾝｺﾝｹｰｼﾞｰｱｲｱｼﾞｱﾘﾐﾃｯﾄﾞｾｸﾞﾚｹﾞｲ

ﾃｯﾄﾞｱｶｳﾝﾄ 

常任代理人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ・ｴﾇ・ｴｲ東京支店 

1,440千株 2.32% 

6 日本創研株式会社 1,079千株 1.74% 

7 マック3号投資事業組合 1,000千株 1.61% 

8 マック4号投資事業組合 1,000千株 1.61% 

9 福光 一七 1,000千株 1.61% 

10 横山 麻以 1,000千株 1.61% 

増資後（権利行使後）発行済株式総数 61,940,896株 － 

    

（注）記載の株主構成および株式数は、平成 17年９月末時点の株主名簿に、第４回新

株予約権の権利行使が全額行われた場合および本日別途開示いたしました第

三者割当による新株式の発行を考慮したものです。 
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(9)割当先の概要  

 

割当予定先の氏名又は名称 長井 博實 

割当新株予約権数 14,000個 

払込金額  28,000,000円 

割当先の内容  

住所 東京都新宿区北新宿 

職業 会社経営 

当社との関係  

出資関係 保有している株式の数  2,832,000株 

取引関係等 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 

 

割当予定先の氏名又は名称 マック３号投資事業組合 

割当新株予約権数  1,000個 

払込金額  2,000,000円 

割当先の内容  

住所 東京都稲城市長峰2-5-1 

代表者の氏名 

業務執行組合員 

マック・フィナンシャル・パートナーズ株式会社 

代表取締役 三和 誠 

資本金（組合資産の総額） 108百万円 

事業の内容  投資事業 

当社との関係  

出資関係   該当事項なし。 

当社が保有している取得者の

株式の数 
－ 

取得者が保有している当社の

株式の数 
－ 

取引関係等  該当事項なし。 

人的関係 該当事項なし。 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 
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割当予定先の氏名又は名称 マック４号投資事業組合 

割当新株予約権数  1,000個 

払込金額  2,000,000円 

割当先の内容  

住所 東京都稲城市長峰2-5-1 

代表者の氏名 

業務執行組合員 

マック・フィナンシャル・パートナーズ株式会社 

代表取締役 三和 誠 

資本金（組合資産の総額） 108百万円 

事業の内容  投資事業 

当社との関係  

出資関係   該当事項なし。 

当社が保有している取得者の

株式の数 
－ 

取得者が保有している当社の

株式の数 
－ 

取引関係等  該当事項なし。 

人的関係 該当事項なし。 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 

 

割当予定先の氏名又は名称 廣部 英子 

割当新株予約権数 500個 

払込金額  1,000,000円 

割当先の内容  

住所 福井県坂井市 

職業 団体職員 

当社との関係  

出資関係 保有している株式の数   

取引関係等 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 
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割当予定先の氏名又は名称 鈴木 青樹 

割当新株予約権数 500個 

払込金額  1,000,000円 

割当先の内容  

住所 東京都港区白金 

職業 会社役員 

当社との関係 当社子会社ジオブレイン取締役 

出資関係 保有している株式の数  190,000株 

取引関係等 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

（注） 平成18年４月10日現在におけるものです。 

 

                 以 上 


