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第三者割当による新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 
平成 18 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、下記の通り、株式会社ＪＢＦパートナーズ

（本社：東京都千代田区、以下「ＪＢＦＰ」という）が無限責任組合員として運営管理するジャ

パン・ブレークスルー・2004 投資事業有限責任組合（主たる事務所：東京都千代田区、以下「投

資組合」という）と投資契約を締結し、第三者割当による新株予約権付社債を発行する決議を行

いましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．投資契約の概要 
 
別紙１「第１回新株予約権付社債発行要項」、並びに別紙２「第２回新株予約権付社債発行要項」

のとおり、当社は投資組合に対して新株予約権付社債総額 10 億円を発行し、投資組合はこれを引

き受けます。 
 
 第１回新株予約権付社債 第２回新株予約権付社債 
募 集 社 債 の 総 額 ３億円 ７億円 
発 行 価 格 額面 100 円につき 100 円（但し本新株予約権と引換えに金銭

の払込みは要しない） 
利 率 利息を付さない 
申 込 期 日 平成 18 年 11 月 30 日 
払 込 期 日 平成 18 年 11 月 30 日 
償 還 期 限 平成 23 年 11 月 30 日 
償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円 
募 集 の 方 法 第三者割当の方法により全額を投資組合に割り当てる 
物 上 担 保 ・ 保 証 なし 
新株予約権行使時の払込金額 当初 1 株あたり 61,800 円（行使価額調整式による調整あり） 
新株予約権の行使期間  平成 19 年 1 月 1 日～ 

平成 23 年 11 月 29 日 
平成 20 年 12 月 1 日～ 

平成 23 年 11 月 29 日 



２．資金の使途、並びに新株予約権付社債発行の理由 
 
当社は目の残像効果を利用したＬＥＤ表示機技術をベースに「映像看板」市場を創造してまい

りましたが、当社は映像看板を店舗の集客を上げるための手段と考え、費用対効果の明確な新た

な販売促進の手法と捉えています。当社の考える事業のゴールは顧客の売上・利益の向上にほか

なりません。 
 映像看板は店舗の敷地内に設置されるため、放映する内容は即座に顧客行動に影響を与え、販

売促進の効果を比較的容易に測定できる長所があります。これはリアルタイムで看板の意匠を変

化させることにより、その「看板意匠」の効果を計れるものであり、インターネット広告に近い

特長を持っています。 
 こうした考えから、当社はインターネット広告の手法の一つである「アフィリエイト広告」（広

告掲載する人が広告掲載回数によって広告収入を得る仕組み）を実社会の映像看板で実践する試

みを始めています。 
 当社の映像看板は時間軸・地域軸・環境軸などに合わせた最適な広告映像が放映可能であるこ

とから、実社会でのロングテール市場を狙える媒体として発展する可能性を持っています。 
 
 
 当社は、今般ＪＢＦＰが運営管理する投資組合を引受先とする新株予約権付社債を発行し、総

額 10 億円の自己資本の増強につながる資金調達をすることで、経営基盤の強化を図るとともに、

当社の中長期的な経営戦略である、 
（１） 映像看板という販売促進手法の普及 
（２） 運営事業収入の増加および安定化 
（３） プロジェクト案件の受注強化 
（４） ネットワーク化事業の展開 

の４つのテーマの実現に向け、事業展開を加速させる方針です。 
その中でも、これからは特にソフト部門である運営事業収入を拡大すべく、 
・広告媒体事業（広告収入）の拡大 
・映像コンテンツ収入の拡大 
・広告ネットワーク運営事業収入の拡大 

を明確に目指すものとし、そのインフラとしてのハード・ソフト両面の製品開発や、媒体のネッ

トワーク化に必要な各種投資―――自社媒体の保有や、ソフト開発要員・営業要員の拡充等――

―を積極化させるため、当該資金調達を行うものです。 
 
 

生活環境の変化等により家庭にいる時間が少なくなり、屋外で過ごす時間が長くなる中、OOＨ

（アウトオブホーム）と呼ばれる屋外媒体が注目されつつあります。当社の事業戦略は、この OO 
Ｈの世界に映像看板を使って、インターネットで行われている広告手法を実社会で実現していく

ものです。 
 
 



なお、ＪＢＦＰは 2004 年から中堅企業の成長戦略の推進及び企業価値向上に寄与するプライ

ベートエクイティ事業を展開しており、投資先企業への経営支援において豊富な実績があります。 
ＪＢＦＰには、当社の事業内容、今後の事業戦略について十分に理解いただいており、当社と

いたしましては、ＪＢＦＰの持つ経営ノウハウ、ネットワーク等を最大限に活用して、着実に成

果をあげてまいる所存です。 
 
３．引受先の概要 
 
（１）投資組合の概要 

名称 ジャパン・ブレークスルー・2004 投資事業有限責任組合 
形態 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組

合 
主たる事務所 東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 
事業目的 株式会社の発行する株式の取得および保有等 
無限責任組合

員 
株式会社ＪＢＦパートナーズ 

存続期間 平成 25 年 12 月 31 日 
投資家 日本国内の機関投資家 

 
（２）ＪＢＦＰの概要 

社名 株式会社ＪＢＦパートナーズ 
本社 東京都千代田区丸の内２丁目２番２号丸の内三井ビル８階 

電話：（03）5288-5751（代） 
事業内容 投資事業組合財産の運営管理 
代表者 河野芳隆、 杉野泰治 

 
 
４．業績の見通し 
 
平成 19 年３月期中間決算の業績、並びに通期業績予想は、本日平成 18 年 11 月 13 日付で発表

しておりますが、今回の新株予約権付社債発行による業績見通しの修正はありません。 
 
 
５．株主への利益配分等 

 
成長期にある当社においては、株主への利益還元を重要な経営課題として認識する一方、持続

的な成長を維持し積極的な事業展開に備えるための投資を継続するため、引続き業績に応じた適

切な配当政策を実施してまいります。 
 
 



６．発行日程（予定） 
 

平成 18 年 11 月 13 日（月）   取締役会決議、有価証券届出書提出 

平成 18 年 11 月 21 日（火）   届出書効力発生日 

平成 18 年 11 月 30 日（木）   申込期日、払込期日及び発行日 

 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 1 
 

第 1 回新株予約権付社債発行要項 
 
1. 募集社債の名称   

アビックス株式会社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付）（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 3 億円 
3. 各募集社債の金額 

金 1 億円の 1 種 
4. 新株予約権付社債券の発行及び形式 

無記名式 
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象する無記名式の本新株予約権

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又は一部

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、本社債と本新株予約権付社債のうちの一方のみを譲渡する

ことはできない。 
5. 利率 

本社債には利息を付さない。 
6. 各募集社債の払込金額 

金 1 億円（額面 100 円につき金 100 円） 
ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

7. 償還価額 
額面 100 円につき金 100 円 

8. 申込期日  

平成 18 年 11 月 30 日  
9. 払込期日及び発行日  

平成 18 年 11 月 30 日  
10. 募集の方法     

第三者割当の方法により、全額をジャパン・ブレークスルー・2004 投資事業有限責任組合

に割り当てる。 
11. 物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、又、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。 



12. 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者

は設置しない。 
13. 償還の方法及び期限 

  (1) 本社債は、平成 23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、第 14項第(8)号①但書きの場合には、同但書きに定める差額で、行使請求する

本新株予約権に係る本社債を償還する。また、第 14 項第（10）号②（ⅳ）に定める 1

株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に調整

前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）

の規定に従い交付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請

求する本新株予約権に係る本社債の償還金として、追加で支払う。 

(3) 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。 

  (4) 本新株予約権付社債の買入消却は、社債権者との間で合意した場合には、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、本社債または本新株予約権付社債のみ

を取得することはできない。 

14. 本新株予約権に関する事項 

  (1) 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 1 個とし、合計 3 個の本新株予約権を発行す

る。 

  (2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

     払込みを要しない。 

  (3) 本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。） 

     平成 18 年 11 月 30 日。ただし、各本社債の払込金額が第 9項に定める払込期日に当社

に払込まれることを割当ての条件とする。 

  (4) 本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

     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、本新株予約権を行使する

こと（以下「行使」という。）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処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」と

いう。）する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を本項第（8）

号②記載の転換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合は調整後の転

換価額）で除して得られる最大整数とする。この場合に 1 株未満の端数を生じたとき

は、第 13項第(2)号の規定に従って現金による精算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



  (5) 本新株予約権の行使期間 

     本新株予約権付社債の社債権者は、平成 19 年 1 月 1 日から平成 23 年 11 月 29 日まで

の間（以下「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。

ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日と

する。また、①当社が第 13 項第（4）号により本社債を買入消却する場合には、本社

債が消却される時以後、②当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限

の利益の喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。本新株予約権は、会

社法第 287 条の定めにより行使することができなくなった時点において消滅する。 

  (6) その他の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。 

  (7) 当社による本新株予約権の取得条項 

     本新株予約権の取得条項は定めない。 

  (8) 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

    ① 本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、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、第 13 項第（1）号に定める当該本社債

の満期日の償還価額と同額とする。ただし、交付株式数に本項第（8）号②記載の転

換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合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満期日の償還価額を下回る場

合には、本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本

新株予約権に係る本社債のうち当該差額部分を除いたものとし、この場合の当該本

社債の価額は、当該本社債の満期日の償還価額から当該差額を差し引いた額とする。 

    ② 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき 1 株当たりの額（以下「転換価額」と

いう。）は、当初 61,800 円とする。なお、転換価額は本項第(10)号によって調整さ

れることがある。 

  (9) 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及び資本準備

金に関する事項 

    ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第40条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と

し、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。 



 

  (10) 転換価額の調整 

    ① 当社は、次に定めるとおり、本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、

次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

 

 

 
 
 
 

 

    ② 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及びその調

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。 

     （ⅰ） 本号③（ⅱ）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、下記(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該

証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は

下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付

される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。） 

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、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。 

     （ⅱ） 当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

         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について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、また、当社普通株式の無償割当

てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、

当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

     （ⅲ） 本号③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株

式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株

式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付す

ることと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）、又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付

することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付

を受けることができる新株予約権（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（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得

請求権付証券等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普

通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付することと引換え

調整後 

転換価額 = 

調整前 

転換価額 
× 

既発行株式数 + 交付株式数 

交付株式数 × 1 株当たりの払込金額 

時価 

 

既発行株式数 
+ 



（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 

株式数＝ 

調整後転換価額 

に取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の

交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得され

る証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株

式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株

式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該

新株予約権の全てが当初の条件で取得又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

（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又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、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、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付証券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証券等の全て

が当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付された

ものとみなして（当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又

は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求すること

ができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は

取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引

換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を受けること

ができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当

初の条件で取得又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

号①に定める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。 

（ⅳ） 本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与

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

の株主総会又は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、

本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）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

（14）号の規定を準用する。 

 

 

                                                

 

 

         この場合に１株未満の端数を生じたときは、第 13 項第(2)号の規定に従って

現金による精算を行う。 



    ③（ⅰ） 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。 

     （ⅱ） 本号①に定める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、本号②（ⅳ）の場合は基準日）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。）の株式会社ジャスダック証券取引所

（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上

で、当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取

引所（当該他の証券取引所が複数の場合には、当社普通株式の普通取引の出

来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権付社債

の社債権者の同意を得た証券取引所））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。 

     （ⅲ） 本号①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場

合はその日、又、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1

か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。又、本号②（ⅱ）の株式分割の場

合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日

における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まな

いものとする。 

    ④ 本号②の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、

合理的に必要な転換価額の調整を行う。 

     （ⅰ） 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又

は当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とすると

き。 

     （ⅱ） その他当社普通株式数の変更又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。 

     （ⅲ） 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当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。 

  (11) 本項第（10）号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により

その旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その

他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（10）号

②（ⅳ）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) 新株予約権の行使の方法 

     本新株予約権の行使請求受付事務は、第 21項に定める行使請求受付場所（以下「行使

請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

    ① 本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以

下「新株予約権行使請求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権付社債を



表示し、本新株予約権の内容及び数並びにこれを行使する年月日等を記載してこれ

に記名捺印した上、行使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 行使請求受付場所に対し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

ことができない。 

  (13) 新株予約権行使の効力発生時期 

      行使の効力は、新株予約権を行使した日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、行使に要する書類の全部が行使請

求受付場所に到着した日又は新株予約権行使請求書に記載された本新株予約権を行使

する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。 

  (14) 株券の交付方法 

     当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

  (15) 剰余金の配当 

     剰余金の配当（会社法第 454 条第 5 項に定められた金銭の分配を含む。）については、

当該配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権

の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普

通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

  (16) 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交

換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合は、組

織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し

て、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社

法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」と

いう。）の新株予約権で、本号①から⑦までの内容のもの（以下「承継新株予約権」と

いう。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は

消滅し、本社債についての社債に係る債務は再編対象会社に承継され、本新株予約権

の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株

予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新

設分割を行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予

約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付し、

再編対象会社が本社債についての社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約また

は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。 

    ① 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数 

      組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する本

社債にかかる本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

    ② 承継新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類 

      再編対象会社の普通株式とする。 

    ③ 承継新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数 

      当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の転換価額を本

項第(10)号に準じた調整を行ったうえ、本項第(4)号に準じて決定する。なお、組織

再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、本項第(10)号の

調整に準じた調整を行う。 



    ④ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

      交付される各承継新株予約権の行使に際して出資する目的とされる財産は、当該各

承継新株予約権に係る本社債とし、当該各社債の価額は、本項第(8)号に定める価額

と同額とする。 

    ⑤ 承継新株予約権の行使期間 

      本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の満了

日までとする。 

    ⑥ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 

      本項第(6)号及び第(7)号に準じて決定する。 

    ⑦ 承継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及び資本

準備金に関する事項 

      本項第(9)号に準じて決定する。 

15. 本新株予約権と引換えに金銭の振込みを要しないこととする理由及び行使に際して出資さ

れる財産の価額算定理由 

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、本社債からの分離

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、又、本新株予約権の価

値と本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な

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。又、本

新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、新株予約権 1 個の行使

に際して出資される財産の価額は本社債の満期日の償還価額と同額とし、当初の転換価額

は平成 18年 8月 11日から平成 18年 11月 10日まで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の 114％相当額とした。 

16. 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 号の規定により、新株予約権の内容として、新

株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨を定めた

ものをいう。 

17. 本社債の地位 

   本社債は、本新株予約権付社債の社債要項に従って強制執行可能な当社の直接、無条件、

無担保かつ非劣後の一般債務であり、本社債相互の間において、成立の日の前後その他の

理由により優先又は劣後することなく、同順位である。 

 

 

 

 



18. 期限の利益喪失に関する特約 

   当社は、次の各号のうち、第（5）号乃至第（7）号の場合は当然に、それ以外の場合は本

新株予約権付社債のいずれかの社債権者からの当社に対する書面による請求により、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) 当社が第 13 項の規定に違背したとき。 

  (2) 当社が、前号に定める規定以外の本新株予約権付社債の要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、若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、又は当社以外の社債若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、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立をし、又は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、又は特別清算開始

の命令を受けたとき。 

  (7) 当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。 

19. 本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

   本新株予約権付社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定め

がある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとし、かつ、

電子公告を行った旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告の方法によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙に

これを掲載し、かつ、掲載した旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、法令に別

段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて社債権者に対し直接に通知する方法によ

ることができる。 

20. 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

   アビックス株式会社 総務部 

横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1 

21. 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 本店 

22. 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。 
 
 

 



別紙 2 
 

第 2 回新株予約権付社債発行要項 
 
1. 募集社債の名称   

アビックス株式会社第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付）（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 7 億円 
3. 各募集社債の金額 

金 1 億円の 1 種 
4. 新株予約権付社債券の発行及び形式 

無記名式 
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象する無記名式の本新株予約権

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又は一部

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、本社債と本新株予約権付社債のうちの一方のみを譲渡する

ことはできない。 
5. 利率 

本社債には利息を付さない。 
6. 各募集社債の払込金額 

金 1 億円（額面 100 円につき金 100 円） 
ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

7. 償還価額 
額面 100 円につき金 100 円 

8. 申込期日  

平成 18 年 11 月 30 日  
9. 払込期日及び発行日  

平成 18 年 11 月 30 日  
10. 募集の方法     

第三者割当の方法により、全額をジャパン・ブレークスルー・2004 投資事業有限責任組合

に割り当てる。 
11. 物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、又、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。 



12. 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者

は設置しない。 
13. 償還の方法及び期限 

  (1) 本社債は、平成 23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、第 14項第(8)号①但書きの場合には、同但書きに定める差額で、行使請求する

本新株予約権に係る本社債を償還する。また、第 14 項第（10）号②（ⅳ）に定める 1 株

未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に調整前転

換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）の規

定に従い交付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請求する

本新株予約権に係る本社債の償還金として、追加で支払う。 

  (3) 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。 

  (4) 本新株予約権付社債の買入消却は、社債権者との間で合意した場合には、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、本社債または本新株予約権付社債のみ

を取得することはできない。 

14. 本新株予約権に関する事項 

  (1) 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 1 個とし、合計 7 個の本新株予約権を発行す

る。 

  (2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

     払込みを要しない。 

  (3) 本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。） 

     平成 18 年 11 月 30 日。ただし、各本社債の払込金額が第 9項に定める払込期日に当社

に払込まれることを割当ての条件とする。 

  (4) 本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

     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、本新株予約権を行使する

こと（以下「行使」という。）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処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」と

いう。）する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を本項第（8）

号②記載の転換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合は調整後の転

換価額）で除して得られる最大整数とする。この場合に 1 株未満の端数を生じたとき

は、第 13項第(2)号の規定に従って現金による精算を行う。 



 

  (5) 本新株予約権の行使期間 

     本新株予約権付社債の社債権者は、平成 20年 12 月 1日から平成 23年 11 月 29 日まで

の間（以下「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。

ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日と

する。また、①当社が第 13 項第（4）号により本社債を買入消却する場合には、本社

債が消却される時以後、②当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限

の利益の喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。本新株予約権は、会

社法第 287 条の定めにより行使することができなくなった時点において消滅する。 

  (6) その他の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。 

  (7) 当社による本新株予約権の取得条項 

     本新株予約権の取得条項は定めない。 

  (8) 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

    ① 本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、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、第 13 項第（1）号に定める当該本社債

の満期日の償還価額と同額とする。ただし、交付株式数に本項第（8）号②記載の転

換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合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満期日の償還価額を下回る場

合には、本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本

新株予約権に係る本社債のうち当該差額部分を除いたものとし、この場合の当該本

社債の価額は、当該本社債の満期日の償還価額から当該差額を差し引いた額とする。 

    ② 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき 1 株当たりの額（以下「転換価額」と

いう。）は、当初 61,800 円とする。なお、転換価額は本項第(10)号によって調整さ

れることがある。 

  (9) 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及び資本準備

金に関する事項 

    ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第40条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と

し、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。 



 

  (10) 転換価額の調整 

    ① 当社は、次に定めるとおり、本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、

次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

 

 

 
 
 
 

 

    ② 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及びその調

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。 

     （ⅰ） 本号③（ⅱ）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、下記(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該

証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は

下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付

される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。） 

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、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。 

     （ⅱ） 当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

         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について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、また、当社普通株式の無償割当

てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、

当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

     （ⅲ） 本号③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株

式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株

式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付す

ることと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）、又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付

することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付

を受けることができる新株予約権（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（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得

請求権付証券等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普

通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付することと引換え

調整後 

転換価額 = 

調整前 

転換価額 
× 

既発行株式数 + 交付株式数 

交付株式数 × 1 株当たりの払込金額 

時価 

 

既発行株式数 
+ 



（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 

株式数＝ 

調整後転換価額 

に取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の

交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得され

る証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株

式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株

式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該

新株予約権の全てが当初の条件で取得又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

（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又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、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、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付証券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証券等の全て

が当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付された

ものとみなして（当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又

は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求すること

ができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は

取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引

換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を受けること

ができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当

初の条件で取得又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

号①に定める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。 

（ⅳ） 本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与

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

の株主総会又は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、

本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）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

（14）号の規定を準用する。 

 

 

                                                

 

 

         この場合に１株未満の端数を生じたときは、第 13 項第(2)号の規定に従って

現金による精算を行う。 



    ③（ⅰ） 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。 

     （ⅱ） 本号①に定める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、本号②（ⅳ）の場合は基準日）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。）の株式会社ジャスダック証券取引所

（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上

で、当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取

引所（当該他の証券取引所が複数の場合には、当社普通株式の普通取引の出

来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権付社債

の社債権者の同意を得た証券取引所））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。 

     （ⅲ） 本号①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場

合はその日、又、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1

か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。又、本号②（ⅱ）の株式分割の場

合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日

における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まな

いものとする。 

    ④ 本号②の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、

合理的に必要な転換価額の調整を行う。 

     （ⅰ） 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又

は当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とすると

き。 

     （ⅱ） その他当社普通株式数の変更又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。 

     （ⅲ） 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当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。 

  (11) 本項第（10）号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により

その旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その

他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（10）号

②（ⅳ）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) 新株予約権の行使の方法 

     本新株予約権の行使請求受付事務は、第 21項に定める行使請求受付場所（以下「行使

請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

    ① 本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以

下「新株予約権行使請求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権付社債を



表示し、本新株予約権の内容及び数並びにこれを行使する年月日等を記載してこれ

に記名捺印した上、行使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 行使請求受付場所に対し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

ことができない。 

  (13) 新株予約権行使の効力発生時期 

      行使の効力は、新株予約権を行使した日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、行使に要する書類の全部が行使請

求受付場所に到着した日又は新株予約権行使請求書に記載された本新株予約権を行使

する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。 

  (14) 株券の交付方法 

     当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

  (15) 剰余金の配当 

     剰余金の配当（会社法第 454 条第 5 項に定められた金銭の分配を含む。）については、

当該配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権

の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普

通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

  (16) 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交

換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合は、組

織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し

て、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社

法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」と

いう。）の新株予約権で、本号①から⑦までの内容のもの（以下「承継新株予約権」と

いう。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は

消滅し、本社債についての社債に係る債務は再編対象会社に承継され、本新株予約権

の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株

予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新

設分割を行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予

約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付し、

再編対象会社が本社債についての社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約また

は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。 

    ① 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数 

      組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する本

社債にかかる本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

    ② 承継新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類 

      再編対象会社の普通株式とする。 

    ③ 承継新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数 

      当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の転換価額を本

項第(10)号に準じた調整を行ったうえ、本項第(4)号に準じて決定する。なお、組織

再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、本項第(10)号の

調整に準じた調整を行う。 



    ④ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

      交付される各承継新株予約権の行使に際して出資する目的とされる財産は、当該各

承継新株予約権に係る本社債とし、当該各社債の価額は、本項第(8)号に定める価額

と同額とする。 

    ⑤ 承継新株予約権の行使期間 

      本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の満了

日までとする。 

    ⑥ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 

      本項第(6)号及び第(7)号に準じて決定する。 

    ⑦ 承継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及び資本

準備金に関する事項 

      本項第(9)号に準じて決定する。 

15. 本新株予約権と引換えに金銭の振込みを要しないこととする理由及び行使に際して出資さ

れる財産の価額算定理由 

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、本社債からの分離

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、又、本新株予約権の価

値と本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な

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。又、本

新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、新株予約権 1 個の行使

に際して出資される財産の価額は本社債の満期日の償還価額と同額とし、当初の転換価額

は平成 18年 8月 11日から平成 18年 11月 10日まで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の 114％相当額とした。 

16. 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 号の規定により、新株予約権の内容として、新

株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨を定めた

ものをいう。 

17. 本社債の地位 

   本社債は、本新株予約権付社債の社債要項に従って強制執行可能な当社の直接、無条件、

無担保かつ非劣後の一般債務であり、本社債相互の間において、成立の日の前後その他の

理由により優先又は劣後することなく、同順位である。 

 

 

 

 



18. 期限の利益喪失に関する特約 

   当社は、次の各号のうち、第（5）号乃至第（7）号の場合は当然に、それ以外の場合は本

新株予約権付社債のいずれかの社債権者からの当社に対する書面による請求により、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) 当社が第 13 項の規定に違背したとき。 

  (2) 当社が、前号に定める規定以外の本新株予約権付社債の要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、若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、又は当社以外の社債若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、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立をし、又は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、又は特別清算開始

の命令を受けたとき。 

  (7) 当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。 

19. 本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

   本新株予約権付社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定め

がある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとし、かつ、

電子公告を行った旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告の方法によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙に

これを掲載し、かつ、掲載した旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、法令に別

段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて社債権者に対し直接に通知する方法によ

ることができる。 

20. 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

   アビックス株式会社 総務部 

横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1 

21. 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 本店 

22. 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。 
 


