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     （JASDAQ・コード9816） 

問合せ先 経営戦略室室長 山田 康裕 

         電話 03-5259-5110 

 

 

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成18年11月10日開催の取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行を行うことを決議しましたので下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．無担保転換社債型新株予約権付社債発行の理由 

当社は平成18年6月に経営体制の刷新を図り当社取締役 8 名中 5 名が新取締役として就任し

ました。（社内及びグループ企業より3名、外部より2名）同年8月の代表取締役の異動を機に経

営の抜本的見直しに着手し、新経営陣体制の下、同年10月に当社グループの保有する資産につき、

各事業における将来収益獲得の可能性、評価価値の妥当性という視点で保守的に精査を実施した

結果、多大な損失を当中間連結会計期間において計上することとなり、今期の業績見通しに関し

大幅な下方修正を実施いたしました。今年度中に、事業の選択と集中の一環とし、整理を要する

子会社等の最終処理を実施する一方、社内におきましても固定費の支出を防ぐため徹底したコス

ト削減及び財務及び人的リストラを行ってきております。これにより固定費の圧縮や限られた人

的経営資源を選択された事業に集中できるようになりました。 

 スピードを求められる昨今の状況の中、次なる事業展開といたしましては新事業の構築が求め

られていると考えております。今後、事業展開を行うにあたり、上記に記載いたしましたとおり

多大な損失を計上いたしましたので、財務体質強化・既存事業への投資資金・事業基盤強化のた

めのＭ＆Ａを行う目的の資金調達をいたします。 

 今回の無担保転換社債型新株予約権付社債発行の引受先及び本日別途開示いたしました新株式

発行の割当先である「新興支援投資事業有限責任組合」は純投資を目的としておりますが、当社

の事業にシナジー効果をもたらすことが可能なIT関連事業、セールスプロモーション事業及び企

業再生支援・投融資関連事業を行っております法人・個人により組成されており、今後の経営方

針及び理念に賛同していただいております。当社の今後の事業展開におきましては、中長期的な
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パートナーシップを前提とした外部企業との提携が重要であると捉えているため、「新興支援投資

事業有限責任組合」を通じ新規ビジネスモデルの構築を行っていきます。 

 無担保転換社債型新株予約権付社債発行及び本日別途開示いたしました新株式発行に関しては、

当社の成長を見据えたうえでの資金需要を考慮し、「新興支援投資事業有限責任組合」との協議を

踏まえ発行することに至りました。 

尚、今回の資金調達の方法として、第三者割当による新株式発行と無担保転換社債型新株予約

権付社債発行という2つの方式を採用した理由は、当社の過去の業績を考慮したうえで、「新興支

援投資事業有限責任組合」からの要望によるものと、当社としては企業業績の拡大を目指す中で、

無担保転換社債型新株予約権付社債が、将来株式へ転換されることにより自己資本の充実を図り、

財務体質が強化されることを目的としております。そのうえで、発行株式総数（潜在株式を含む）

が増加することにより、1株当たり利益の希薄化が懸念されます。しかし、当社は、事業戦略に基

づき、調達した資金を当社計画に基づいて投下することで、新たな収益基盤を構築していきます。

その結果、1株あたり利益の増加を企図しております。また、「新興支援投資事業有限責任組合」

とは、譲渡制限条項の入った契約を締結することで合意しています。また、本新株予約権付社債

の転換を前提としたつなぎ売り等の売却以外の、本新株予約権付社債の買取りに関わる空売りを

目的とした借株を行わないことで合意しています。 

 

Ⅱ．無担保転換社債型新株予約権付社債発行要領 

    

1. 募集社債の名称  株式会社バーテックスリンク第2回無担保転換社債型新株予 

            約権付社債（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 

            いう。） 

2. 募集社債の総額  金1,050,000,000円 

3. 各募集社債の金額 金50,000,000円の1種 

4. 各募集社債の払込金額 金50,000,000円（額面100円につき金100円） 

5. 各新株予約権の払込金額 本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

6. 新株予約権付社債の券面 本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債を表章 

する無記名の本新株予約権付社債券を発行するものとし、社

債権者は、本新株予約権付社債の社債券の全部または一部に

つき、記名式とすることを請求することはできない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び 

  第3項本文の定めにより本社債または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。 

7. 利  率  本社債に利息は付さない。 

8. 物上担保・保証の有無 本新株予約権付社債には物上代位および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。 
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9. 社債管理者の不設置 本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書および会社 

            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 

            は設置しない。 

10. 社債の払込期日  平成18年11月30日 

11. 新株予約権の割当日 平成18年11月30日 

12. 募集の方法  第三者割当の方法により、全額を新興支援投資事業有限責 

            任組合に割当てる。 

 

13. 償還の方法及び期限 

（1）本社債は、平成20年11月30日にその総額を額面100円につき金100円で償還 

  する。 

（2）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併または当社が完 

  全子会社となる株式交換もしくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき 

  当社の株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生以前に、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。この 

  場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日に先立つ１ヶ月以 

  上前に事前に通知するものとする。 

（3）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、当社が吸収分割 

  または新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役 

  会）で承認決議した場合、その選択により、当社に対して、当該吸収分割または新 

  設分割の効力発生日の2週間前まで（当日を含む。）に事前通知を行い、かつ本新株 

  予約権付社債券を第19項記載の償還金支払場所（以下「償還金支払場所」という。） 

  に提出することにより、当該吸収分割または新設分割の効力発生日以前に、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。 

（4）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、毎月第1金曜日（ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるとき 

  は、その前銀行営業日とする。）まで（当日を含む。）に事前通知を行った上で、当 

  該月の第3金曜日に、残存する本社債の全部（一部は不可。）を額面100円につき金 

  101円で、繰上償還することができる。 

（5）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、毎月第2金曜日（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたると 

  きは、その前銀行営業日とする。）まで（当日を含む。）に事前に通知を行い、かつ 

  本新株予約権付社債券を償還金支払場所に提出することにより、当該月の第4金曜 

  日に、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99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。 

（6）本項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。 
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（7）当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を取得すること 

  ができる。ただし、本社債または本新株予約権のみを取得することはできない。 

 

14. 本社債に付する本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は1個とし、合計21個の本新株予約権を発行する。  

15. 本新株予約権の内容 

（1）本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

    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（本項 

   第（2）号に定義する。）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本項第（5）号記載の転換価額（ただ 

   し、本項第（6）号乃至第（10）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。）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。） 

   とする。  

（2）本新株予約権を行使することができる期間 

   本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年11月30日から平成20年11月30 

   日までの間（以下「行使可能期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使す 

   ること（以下「行使請求」という。）ができる。ただし、行使可能期間は、①当社 

   が、第13項第(2)号または第(4)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日 

   の前銀行営業日まで、②当社が、第13項第(3)号または第(5)号に定める本新株予 

   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は、当該本新株予 

   約権付社債券が償還金支払場所に提出された時まで、③当社が、第13項第(7)号 

   に基づき取得した本社債を消却する場合は、当社が本社債を消却した時まで、④ 

   当社が、第18項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利 

   益を喪失した時までとする。上記いずれの場合も、平成20年11月30日より後に 

   本新株予約権を行使することはできない。 

（3）本新株予約権の行使の条件 

   各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（4）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かかる本社 

   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 

   本項第(5)号記載の転換価額（ただし、本項第(6)号乃至第(10)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）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。 

（5）転換価額 

       転換価額は、当初45円とする。 
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    （6）転換価額の修正 

       本新株予約権付社債の発行後、毎月第2、第4金曜日（以下「決定日」という。） 

の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただ 

し、終値（気配表示を含む。以下同じ。）のない日は除き、決定日が取引日でない 

場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期 

間」という。）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。以下「決定日価額」という。）に修正される。なお、 

時価算定期間内に、本項第(8)号または第(10)号で定められる転換価額の調整事由 

が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い 

当社が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価 

額が30円（ただし、本項第(7)号乃至第(10)号による調整を受ける。以下「下限 

転換価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、

決定日価額が 60円（ただし、本項第(7)号乃至第(10)号による調整を受ける。以下
「上限転換価額」という。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額

とする。 

（7）転換価額の調整 

       当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(8)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ずる可能性がある場合は、次に定め 

       る算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

 

                             交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

   調整後転換価額＝調整前転換価額× 既発行普通株式数＋       時  価 

                          既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。） 

       に割当を受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また、 

       当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換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、当該転換価額の調整前に、本項第(8)号乃至第(10)号に基づき「交 

       付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通 

       株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場 

       合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有 

       する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 

    （8）転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびそ 

       の調整後の転換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(9)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す 

        る場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは 
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        取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引 

        換えに交付する場合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。）その他の証券もしくは権利の転換、交換 

        もしくは行使による場合を除く。） 

        調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当 

        該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当を受 

        ける権利を与え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。 

      ② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

        調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社 

普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社

普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるた 

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 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(9)号②に定める時価を 

           下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合 

         （無償割当の場合を含む。）、または本項第(9)号②に定める時価を下回る対価を 

          もって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。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場 

          合を含む。）調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新 

          株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得 

          請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当 

          社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも 

          のとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）また 

          は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株 

          主に割当てを受ける権利を与え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。 

          上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の 

          対価が、取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後 

          の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全 

          てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交 

          付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対 

          価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

        ④ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社 

          債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(9)号②に定める時価を下回る  

   対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の転換価額は,取得日の翌日以

降、これを適用する。上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）に関して当該調整前に本項

第(8)号③または⑤による転換価額の調整が行われている場合には、（ⅰ）上記交付
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が行われた後の本項第(9)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直

前の既発行普通株式数を越えるときに限り、調整後の転換価額は、超過する株式数

を転換価額調整式の｢交付普通株式数｣とみなして、転換価額調整式を準用して算出

するものとし、（ⅱ）上記交付の直前の既発行普通株式数を越えない場合は、本④

の調整は行わないものとする。 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価（本⑤にお 

いて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(8)号乃至第(10)号と

類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後

の当該取得価額等が、当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における

本項第(9)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

（ⅰ）当該取得請求権付株式等に関し、本項第(8)号③による転換価額の調整が修 

正日前に行われていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得

請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして本項第(8)号③の規定を準用して算出

するものとし、修正日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅱ）当該取得請求権付株式等に関し、本項第(8)号③または上記（ⅰ）による転 

換価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求 

権付株式等のすべてを修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普 

通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(9)号③に定める完全希薄 

化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超

えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交

付普通株式数」とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、

修正日の翌日以降、これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等

の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、当該修正された取得価額

等のうちの最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出するもの

とし、当該月の末日の翌日以降、これを適用する。 

⑥ 本項第(8)号③乃至⑤における対価とは、当該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。）の発行に際して払込がなされた額（本項第(8)号③ 

における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、そ 

の行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または 

行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産 

の価額を控除した金額をその取得または行使に際して交付される当社普通株式の 

数で除した金額をいう。 

⑦ 本項第(8)号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当を受ける権利を与え 

るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総 

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項第(8)号① 

乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ 

を適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認 
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があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方 

法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付については本 

項第(17)号の規定を準用する。 

 

                            

（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 

                               調整後転換価額 

    

            この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、その端数に調整後転換価 

額を乗じた金額を返還する。 

(9) ① 転換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、その小数第 

            2位を切り捨てる。 

          ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、 本 

項第(8)号⑦の場合は基準日）に先立つ45取引目に始まる30取引目の株式会社 

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の平均 

値（終値のない日数を除く。）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、その小数第2位を切り捨てる。 

③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換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、当該転換価額の調整以前に、本項第(8)号乃至第(10)号に基づき「交

付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普

通株式の株式数を加えたものとする。（当該転換価額の調整において本項第(8)

号乃至第(10)号に基づき「交付普通株式数」に該当するものとみなされること

となる当社普通株式数を含む。）。 

④ 本項第(8)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交

付された場合における調整後の転換価額は、本項第(8)号の規定のうち、当該証

券または権利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するも

のとする。 

(10) 本項第(8)号で定める転換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、必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収 

分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社 

が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価

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転

換価額の調整を必要とするとき。 

③ 転換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

整後の転換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

株式数＝ 
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を考慮する必要があるとき。 

(11) 本項第(6)号乃至第(10)号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は

あらかじめ書面によりその旨およびその事由、修正前または調整前の転換価額、

修正後または調整後の転換価額、その適用の日に必要な事項を本新株予約権付社

債の社債権者に通知する。ただし、本項第(8)号⑦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。 

(12) 本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 

(13) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資

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円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切上げる

ものとする。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。 

(14) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第20項記載の行使請求受付場所（以下「行

使請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

(15) ① 本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下 

「行使請求書」という。）に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株 

  予約権付社債を表示し、その行使に係る本新株予約権の内容及び数、新株予約 

権を行使する日等を記載して記名捺印した上、当該新株予約権付社債券を添え 

て行使可能期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

② 本新株予約権付社債権が株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。) 

に預託されている場合は、行使請求書に行使請求しようとする本新株予約権に 

係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印 

した上、機構を経由して、行使可能期間中にこれを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

撤回することが出来ない。 

(16) 本新株予約権の行使請求の効力は、当該本新株予約権を行使した日（以下に定義

する。）に生じるものとする。なお、本新株予約権において、かかる「新株予約権

を行使した日」とは、①本新株予約権を行使する日として行使請求書に記載され

た日以前に、当該行使請求書が行使請求受付場所に到着し、本新株予約権の行使

に際して出資される本社債の給付が行われた場合においては、本新株予約権を行

使する日として当該行使請求書に記載された日、②上記①以外の場合においては、

当該行使請求書が行使請求受付場所に到着した日もしくは本新株予約権の行使に

際して出資される本社債の給付が行われた日のいずれか遅い方の日、を意味する
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ものとする。 

(17) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付す

る。ただし、単元未満株式数については株券を発行しない。 

(18) 当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規

定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

16. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由および転換価額の算定

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、本社債の分離譲

渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資さ

れ、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権

の価値と本社債の利率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条件により当社が得

られる経済価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないことと

した。また、当初の転換価額は本日別途開示いたしました第三者割当による新株式発行

価額の決定方法と同様であります。 

17. 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、

当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合に

は、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定

する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第2条第22号に定められた新株

予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、本新株予約権の

行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容

とされたものをいう。 

18. 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。 

（1）当社が第13項の規定に違背したとき。 

（2）当社が、第15項第(6)号乃至第(11)号または第17項に定める規定に違背し、本新 

   株予約権付社債の社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその 

   履行また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、また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、もしくは期限が到来 

   してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその 

   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、その履行をする事ができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦 

   貨換算後）が5億円を越えない場合は、この限りではない。 

（5）当社または当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続 

開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または当社の取締役 

会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行
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ったとき。 

（6）当社が、破産手続、民事再生手続、もしくは会社更生手続の開始決定、または特 

別清算開始の命令を受けたとき。 

19. 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

株式会社バーテックスリンク 本社グループ管理本部 

20. 行使請求受付場所 

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

21. 財務代理人 

株式会社三井住友銀行 人形町支店       

22. 上場申請の有無  なし  

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。 

 

 

【ご参考】 

1. 資金の使途 

  (1)今回の資金使途 

今回の無担保転換社債型新株予約権付社債発行及び本日別途開示いたしました新株式発行

による調達資金約1,185,000千円の内、発行費用約20,000千円を除いた約1,165,000千円の

使途については、主に当社の財務体質の強化資金として約 200,000千円を使用し、好調に推

移しておりますセールスプロモーション事業への投資資金に約 100,000千円、主力事業であ

るIT関連事業への投資資金・事業基盤強化のためのＭ＆Ａ資金として865,000千円を使用す

る予定です。なお、Ｍ＆Ａ等に関する詳細につきましては、後日、確定後速やかに開示する

予定です。 

 

（2）前回調達資金の使途について 

      平成 18 年 5 月 16 日払込の第三者割当による手取金700,000千円は、純粋持株会社化へ

向けた子会社への投融資、新規事業に対応した運転資金に充当する予定でしたが、平成 18

年 9 月 4 日付取締役会決議で会社分割中止の決議を行いました。そのため、調達資金の

使途は下記の通りです。 

① 業務提携先である株式会社エー･エム･テクノロジー社に対する投資として約200,000

千円。（平成 18 年 5 月 決済済み） 

② 当社運転資金として約300,000千円。 

③ 残りは余剰資金として内部留保。 

 

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きましては、既に公表しております平成18年3月期の業績予想に 

与える影響はございません。しかしながら、今後の事業拡大・収益性の向上を期した資金調達

であり、調達した資金を有効に活用することにより来期以降の業績への寄与が中期的に見込ま
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れます。業績に影響を与える数値が明らかになり次第、適時開示いたします。 

 

3. 株主への利益配分 

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16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

1 株当たり利益 △101 円58 銭 △15 円60 銭 △22 円11 銭 

1 株当たり配当金 0円 0円 0円 

実質配当性向 － － － 

自己資本利益率 － － － 

純資産配当率 － － － 

 (注) 1.各決算期の自己資本利益率は、当該決算期間の当期利益を自己資本（当該決算期首

の純資産の部合計と当該決算期末の純資産の部合計の平均）で除した数値でありま

す。 

2.各決算期の純資産配当率は、当該決算期間の年間配当総額を純資産（当該決算期首

の純資産の部合計と当該決算期末の純資産の部合計の平均）で除した数値でありま

す。 

 

4. 今後の増資の考え方 

 今後当社は、当社の公表する業績予想数字を遵守することに最大限の努力をいたします。その

うえで、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。 

（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 

発行総額 金500,000 千円 

発行日       平成 15 年 10 月 28 日 

転換価額      当初 121 円 

転換率       100 ％ 
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（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 

発行価格の総額      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 

発行価格の総額      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） 

発行価格の総額     金 450,000 千円 

行使価額         1 個につき90,000 円（1 株につき90 円） 

発行日         平成 16 年 4 月 16 日 

行使率         100 ％ 

 

（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） 

発行価格の総額     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 ％ 

 

（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） 

発行価格の総額        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 14 日 

行使率         19.6 ％ 

 

（ⅶ）第三者割当増資 

発行新株式数        10,000,000 株 
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発行価格        72 円 

発行の総額        金720,000 千円 

発行日         平成 18 年 5 月 17 日 

 

（ⅷ）第 4 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2,000 円（1 株につき2 円） 

発行価格の総額     金 10,000 千円 

行使価額         1 個につき77,000 円（1 株につき77 円） 

発行日         平成 18 年 5 月 16 日 

行使率         0 ％ 

 

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 141円 

安値 118円 101円 38円 

終値 161円 111円 61円 

 (注)なお平成19年3月期の終値は、平成 18 年 11 月 9 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2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を実施することにより、平成 18 年 11

月 9 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44.8％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。 

 

7. 無担保転換社債型新株予約権付社債発行日程（予定） 

平成 18 年 11 月 10 日(金) 取締役会（発行、条件決議） 

平成 18 年 11 月 10 日(金) 有価証券届出書提出日（EDINET） 

平成 18 年 11 月 18 日(土) 有価証券届出効力発生予定日 

平成 18 年 11 月 29 日(水) 無担保転換社債型新株予約権付社債申込開始日 

平成 18 年 11 月 30 日(木) 無担保転換社債型新株予約権付社債申込期日 

平成 18 年 11 月 30 日(木) 無担保転換社債型新株予約権付社債払込期日 
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8. 割当先の概要 

割当予定先の名称 新興支援投資事業有限責任組合 

割当新株予約権数 21個 

無担保転換社債型新株予約権

付社債払込金額 
1,050,000,000円 

割当先の内容  

本店所在地 東京都千代田区二番町4番地3 
事業内容 投資事業有限責任組合 

当社との関係  

出資関係 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。 

人的関係 該当事項はありません。 

（注）1.  平成 18 年 11 月 9 日現在におけるものです。 

            2． 本日別途開示いたしました簡易株式交換による株式会社アガットコンサル

ティングの完全子会社化に関するお知らせで開示された、株式会社アガッ

トコンサルティングと新興支援投資事業有限責任組合の住所が同一で公表

されています。これは株式会社アガットコンサルティングの代表取締役 藤

浦 宏史が、新興支援投資事業有限責任組合の無限責任組合員を務めている

ためであります。 

 

以 上 

 


