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第三者割当による新株式発行及び 

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 

 
 平成18年10月25日開催の当社取締役会において，第三者割当による新株式発行及び第1回無担保転換社債

型新株予約権付社債の発行に関し，下記のとおり決議いたしましたので，お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．第三者割当による新株式の発行 

 

（新株式発行要領） 

 （新株式発行要領） 

(1) 募集株式の数         普通株式１,０８０,０００株 

 (2) 募集株式の払込金額      １株につき 金２８６円 

 (3) 払込金額の総額         ３０８,８８０,０００円 

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 資本金増加額      １株につき金  １４３円 

② 資本準備金増加額 １株につき金 １４３円 

 (5) 申込期間      平成18年 11月13日から平成18年11月14日 

 (6)  払込期日      平成18年 11月15日 

(7)  割当先及び割当株式数  

 Chan Chung Man    1,010,000株 

 後藤哲二          70,000株 

       

 (8) 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。 

  （注）募集株式の払込金額の決定方法 

    当該増資にかかわる取締役会決議日である平成 18年 10月 25日の大阪証券取引所における当社普通株

式の終値を参考にして２８６円（ディスカウント率５.３０％）としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（9） 割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 Chan Chung Man 

割当株数 1,010,000株 

払込金額 288,860,000円 

所在地 中国香港九龍                        

代表者の氏名 該当事項はありません。                        

資本の額 該当事項はありません。                        

事業の内容 該当事項はありません。                       

割当 
予定先の 

内容 

大株主 該当事項はありません。                       

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

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 該当事項はありません。                       

当該株券の保有に関する事項 
当該株式の発行から2年以内に割当新株の譲渡を行
った場合には、その内容を当社に報告する旨の確約
書を締結する予定であります。 

 

割当予定先の氏名又は名称 後藤 哲ニ 

割当株数 70,000株 

払込金額 20,020,000円 

所在地 東京都大田区                        

代表者の氏名 該当事項はありません。                        

資本の額 該当事項はありません。                        

事業の内容 該当事項はありません。                       

割当 
予定先の 

内容 

大株主 該当事項はありません。                       

当社が保有している割当
予定先の株式の数 

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 該当事項はありません。                       

当該株券の保有に関する事項 
当該株式の発行から2年以内に割当新株の譲渡を行
った場合には、その内容を当社に報告する旨の確約
書を締結する予定であります。 

（注）割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、本届出書提出日現在におけるものであります。 

 

２ 今回の増資による発行済株式総数の推移 

  現在の発行済株式総数    7,402,771.77株（平成18年10月25日現在） 

  増資による増加株式数    1,080,000.00 株 

  増資後発行済株式総数     8,482,771.77株 

 



３ 増資の理由及び資金の使途等 

(1) 増資の理由 

自己資本の充実と健全な財務体質の維持・強化を目的として、第三者割当増資を行うことといたしました。  

 

(2) 資金の使途 

   主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事業・財務支援機能を強化するための運転資金へ充当する

予定でございます。 

 (3) 業績に与える見通し 

   当期の業績に与える影響はございません。 
 
 

Ⅱ．第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行 

 

第１【募集要項】 
 

１【新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）】  

銘柄 株式会社モスインスティテュート第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（注）1 

記名・無記名の別 本社債については無記名式の社債券を発行する 

券面総額又は社債の総額（円） 300,000,000 

各社債の金額（円） 10,000,000の1種 

発行価額の総額（円） 300,000,000 

本社債に付された本新株予約権の数 各本社債に付された本新株予約権の数は、額面金額10,000,000円につき１個とし、

合計30個の本新株予約権を発行する。なお、本社債の券面総額に対する新株予約権

の付与割合は100パーセントとする。 

各社債の払込金額  

（発行価格） 

額面100円につき金100円とする。 

ただし、本新株予約権については金銭の払込を要しない。 

利率 本社債に利息は付さない 

利払日  該当事項なし 

利息支払の方法 該当事項なし 

償還期限 平成19年11月15日 

償還の方法 (1) 本社債は、償還日に、額面100円につき金100円をもって、その総額を償還する。 

(2）償還日又は繰上償還の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。 

(3）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。 

(4) 本社債を消却する場合、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。 

募集の方法 その他の者に対する割当の方法による。（注）2 

申込証拠金 該当事項はありません。 

申込期間 平成18年11月13日から平成18年11月14日 

申込取扱場所 株式会社モスインスティテュート 本社 

払込期日および発行日 

（募集新株予約権の割当日） 
平成18年11月15日 

振替機関・登録機関 該当事項はありません。 

担保 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保され

ている資産はない。 

財務上の特約（その他の条項） 該当事項はありません。 

取得格付 取得していません。 

  

 

 



（注） １．当該新株予約権付社債を以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新

株予約権のみを「本新株予約権」といいます。 

２．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません 

 

 

２.割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は以下のとおりです。 

割当予定先の氏名又は名称 

 Bank of Bermuda (Cayman) Limited 

注：Bank of Bermuda (Cayman) Limitedは Gaia Japan 

Multi Strategy Master Fundの受託者であり、同ファ

ンドの資産として割当を受ける。 

割当新株予約権付社債（額面） 300,000,000円 

払込金額 300,000,000円 

本店所在地 

PO Box 513GT, Strathvale House, North Church 

Street, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands 

代表者の氏名 Director Charles Hall 

資本の額 US$7 million 

事業の内容  

Bank of Bermuda (Cayman) Limited の事業は

受託業である。 

注：Gaia Japan Multi Strategy Master Fundは、受託

者であるBank of Bermuda (Cayman) Limitedがトラス

ティとなる、ケイマン籍のユニット・トラスト型ファ

ンドである。 

割当 

予定先の 

内容 

大株主 Bank of Bermuda Limited 

当社が保有している割当

予定先の株式の数 
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 

人事関係 該当事項はありません。 

 

３．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702条ただし書き及び会社法施行規則第 169条の要件を充たすもので

あり、社債管理者は設置しません。 

 

４．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う（以後本新株予約権を行使することはできな

い。） 

(1) 当社が上記「償還の方法」の規定に違背したとき。 

(2) 当社が、下記「新株予約権の行使時の払込金額－４．行使価額の調整」に定める規定に違背し、本社債

権者から是正を求める通知を受領した後１か月を下回らない期間内にその履行又は補正をしないとき。 

(3）当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し又は期限が到来してもその弁済をすることができ

ないとき。 

(4）当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき若しくは当社以外の社債又はその他の

借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を

することができないとき。 

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。 

(6）当社が、破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定又は会社整理開始若しくは特別清算



開始の命令を受けたとき。 

(7）当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売（公売を含む。）の申立てを受け又は滞納

処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じたとき。 

 

５．社債券の喪失等 

(1）本社債の社債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、かつ、公示催

告の手続きをし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添えて請求したときに限り、代り

社債券の発行を請求することができる。 

(2）本社債の社債券を毀損又は汚染したときは、その社債券を提出して代り社債券の交付を請求することが

できる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 

(3)代り社債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。 

 

（新株予約権付社債に関する事項） 

新株予約権の目的で

ある株式の種類及び

数の算出方法 

本新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、本新株予約権の行使請求により当社が当社普

通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第２項記載の行使価額(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄

第３項によって修正または調整された場合は調整後の行使価額)で除して得られる最大整数(以下「交

付株式数」という。)とする 

１ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社

債の価額はその払込金額と同額とする。ただし、交付株式数に本欄第２項記載の行使価額(ただ

し、本欄第３項よって調整された場合は調整後の行使価額)を乗じた額が行使請求する本新株予

約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される

財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の払込金額から上

記差額を差し引いた額とする。上記ただし書きの場合には、本社債の償還金として上記差額を償

還する。 

 

２．行使価格 

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「行使価額」という。）は、

株式会社大阪証券取引所の開設する大阪証券取引所における平成18年10月25日の当社普通株

式の普通取引の終値である302円とする。 

 

３．行使価額の調整 

(1）当社は、本社債の発行後、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下の算式（以下「行

使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整し、以下に定める各時期以降、当該調整後

行使価額を適用する。調整後行使価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

  

新規交付普通株式数 × １株当たりの払込金額 既発行普

通株式数 
＋ 

時価 
調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
 ×

既発行普通株式数＋新規交付普通株式数 

  

① 時価を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合。 

調整後行使価額は、払込期日の翌日以降又は株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降

これを適用する。 

② 株式の無償割当又は株式の分割により普通株式を交付する場合。 

新株予約権の行使時

の払込金額 

調整後行使価額は、普通株式の無償割当の効力発生日又は株式分割のための基準日の翌日以

降、これを適用する。ただし、普通株式の無償割当について当社普通株主に割当を受けるた

めの基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 



③ 取得と引換えに交付される普通株式１株当たりの払込み又は給付に係る財産の価額が時価を

下回ることとなる取得請求権付きの株式、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「取得請求権付株式等」という。）を交付する場合。 

調整後行使価額は、その取得請求権付株式等の払込期日又は割当日に、交付される取得請求

権付株式等の全てが取得され、その取得と引換えに当社の普通株式が交付されたものとみな

し、取得請求権付株式等の交付日又は割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、取得と

引換えに交付される普通株式１株当たりの払込み又は給付に係る財産の価額が、取得請求権

付株式等の払込期日又は割当日において確定しない場合、調整後行使価額は、取得され得る

最初の日の前日に交付され、かつ、取得請求権付株式等の全てが取得されたものとみなし、

当該最初の日以降これを適用する。 

④ 当社の交付した取得条項付株式または新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）（以下「取得条項付株式等」という。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって

普通株式を交付する場合。 

調整後行使価額は、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。 

⑤ 新株予約権の行使により交付される普通株式１株当たりの出資、払込み又は給付に係る財産

の価額が時価を下回ることとなる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以

下同じ。）を交付する場合。 

調整後行使価額は、新株予約権の割当日に、新株予約権の全部が行使され、当社の普通株式

が交付されたものとみなし、新株予約権の割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、新

株予約権の行使に際して交付される普通株式１株当りの出資、払込み又は給付に係る財産の

価額が、新株予約権の割当日において確定しない場合、調整後行使価額は、新株予約権が行

使され得る最初の日の前日に交付され、かつ、全ての新株予約権が行使されたものとみなし、

当該最初の日以降これを適用する。 

(2)「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社

大阪証券取引所の開設する大阪証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

(3)上記第(1)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 吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本金若しくは準備金の

減少、自己株式若しくは自己新株予約権の取得又は株式の併合により、行使価額の調整を必

要とする場合。 

② 当社の株式数の変更又は変更の可能性を生ぜしめる事由の発生により、行使価額の調整を必

要とする場合。 

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行使価額

の算出に関して使用すべき時価が、他方の事由によって影響されていると判断される場合。 

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとど

まるときは、行使価額の調整を行わない。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発

生し調整後行使価額を算出する場合、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行

使価額から当該差額を差し引いた額を使用する。 

(5)行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効

な行使価額とする。 

(6)行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当がある場合はその割当日又は株主割当

がない場合は調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の普通株式の発行済

株式数から、調整後行使価額を適用する日において当社が有する当社の普通株式数を控除した

数とする。 

(7)行使価額調整式で使用する１株当りの払込金額とは、それぞれ以下の金額をいう（金銭以外の財

産による出資、払込み又は給付の場合には、会社法に従い決定される適正な価額とする。）。 

① 上記第(1)号①の場合は、当該払込金額 

 

② 上記第(1)号②の場合は、０円 



③ 上記第(1)号③の場合は、取得と引換えに交付される普通株式１株当たりの払込み又は給付に

係る財産の価額 

④ 上記第(1)号④の場合は、新株予約権の行使により交付される普通株式１株当たりの出資、払

込み又は給付に係る財産の価額 

 

(8)本第４項により行使価額の調整を行った場合、当社は、調整が行われた旨及びその内容を、遅滞

なく本社債権者に対して通知する。 

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

額の総額 

金300,000,000円 

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

格及び資本組入額 

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の払込価額 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の払込価額は、「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第２項記載の行使価額（ただし、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４

項「行使価額の調整」により調整された場合は、調整後の行使価額）とする。 

２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の

定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円

未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げる。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

新株予約権の行使期

間 

平成18年11月16日から平成19年11月14日まで 

新株予約権の行使請

求の受付場所、取次場

所及び払込取扱場所 

新株予約権の行使請求の受付場所 

 株式会社モスインスティテュート 本社 

新株予約権の行使請求の取次場所 

 該当事項はありません。 

新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

 該当事項はありません。 

新株予約権の行使の

条件 
該当事項はありません。 

新株予約権の取得事

由及び取得の条件 
該当事項はありません。 

新株予約権の譲渡 

に関する事項 

(1)本社債は、社債券の引渡しにより譲渡することができる。 

(2)本社債は会社法第254条第２項及び第３項の定めにより、本社債と本新株予約権の一方のみを譲渡

することはできない。 

代用払込み 

に関する事項 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価

額はその払込金額と同額とする。ただし、交付株式数に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２

項記載の行使価額(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項によって調整された場合は

調整後の行使価額)を乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場

合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の

本社債の価額は、本社債の払込金額から上記差額を差し引いた額とする。上記ただし書きの場合には、

本社債の償還金として上記差額を償還する。 

 

（注） １．行使請求等 

(1）本社債の行使請求受付事務は、行使請求受付場所においてこれを取り扱う。 

(2）行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使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うえ、その社債券を添えて行使請求

期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(3）行使請求受付場所に対して行使請求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

ができない。 

(4)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【社債の引受け及び社債管理の委託】 

 該当事項はありません。 

 

 ３【新規発行による手取金の使途】 

 

(1)【新規発行による手取金の額】 
（新株予約権付社債） 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

300,000,000 3,000,000 297,000,000 

 （注） 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)【手取金の使途】 

主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事業・財務支援機能を強化するための運転資金へ充当

する予定でございます。 

 第２【売出要項】 

 該当事項はありません。 

 第３【その他の記載事項】 

 該当事項はありません。 

Ⅲ 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、株主各位への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。そのために安定的な

経営基盤の確保を急いでおり、株主資本利益率の向上、株式の流動性の確保と共に業績に応じて長期的な

配当を維持継続することを基本方針としております。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

業績に対応した配当を行うことを基本としたうえで、配当性向と企業体質の強化および内部留保の充実

を勘案して毎期決定する方針であります。 

(3) 内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、当面の間、財務基盤の強化を図りつつ、当社事業へ再投資する所存であ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 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 

(1) エクイティ･ファイナンスの状況 

年 月 日 増資額 増資後資本金 適用 

平成16年7月23日 270,000千円 760,050千円 
第三者割当増資による新株発行であり

ます。 

平成17年1月1日 

から 

平成17年1月31日 

499,997千円 1,260,047千円 

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債の権利行使による新株発行でありま

す。 

平成17年4月1日 

から 

平成17年4月30日 

39,999千円 1,302,297千円 

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債の権利行使による新株発行でありま

す。 

平成17年5月1日 

から 

平成17年5月31日 

9,999千円 1,312,297千円 

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債の権利行使による新株発行でありま

す。 

平成17年６月1日 

から 

平成17年７月31日 

831,074千円 2,143,372千円 

第三者割当増資による新株発行および

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債の権利行使による新株発行でありま

す。 

平成18年11月17日 500千円 2,143,872千円 
ストックオプションの権利行使による

新株発行であります。 

平成18年12月15日 500千円 2,144,372千円 
ストックオプションの権利行使による

新株発行であります。 

 

(2) 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成16年7月期 平成1７年7月期 平成１８年７月期 平成19年7月期 

始 値 
143,000 

※1,430 

183,000 

※1,830 
920 310 

高 値 
208,000 

※2,080 
19,760 997 420 

安 値 
105,000 

※1,050 
405 280 280 

終 値 
181,000 

※1,810 
910 310 302 

株価収益率（倍） － － － － 

 

（注１） ※印は株式分割による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。 

 平成17年 1 月31日を基準日として1株を100株に株式分割を実施 

平成19年7月期の数値は平成18年8月1日から平成18年10月24日までの数値です。 

 

以 上 


