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各  位             平成18年11月29日 

 

会 社 名  株式会社オープンループ 

代 表 者 名  代表取締役社長  駒井  滋 

コード番号  4 8 3 1 大 阪 証 券 取 引 所 

(ニッポン・ニュー・マーケット-｢ヘラクレス｣) 

問 合 せ 先  経営企画部広報IR 部長 田中 雅寛 

  TEL    （011）219-7630 

 

 

     第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

当社は平成 18 年 11 月 29 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株予約権の発行を

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．新株予約権の発行理由 

 

当社グループは現在、強固かつ健全な経営基盤のもとで再びの成長に向けた復活を果たす 

べく、純粋持株会社体制への移行を含めたグループ基盤の再編を進めております。財務基盤

の更なる強化を目的に、20億円の資金調達額を目処に平成18年3月に実施した第三者割当によ

る新株式発行及び新株予約権の発行における調達額は、現状約4億円に留まっております。 

従いまして、黒字体質への転換、及び純粋持株会社の下で専門事業を担うグループ各社の 

成長と業容拡大を更に加速するため、主として今後必要と想定される、以下の具体的戦略の

遂行資金の追加的調達を企図して行うものであります。 

（1）純粋持株会社体制下におけるグループ各社の効率的・積極的運営。 

とりわけ、人材アウトソーシング事業の業容拡大をはかる観点から、セールスアウトソー

シング事業においてはCRM関連業務、またゼネラルアウトソーシング事業においては採算性

の見込める支店出店の強化、及び物流・建築等の個別業務強化のため、それぞれ来期以降

の業績への貢献・グループの業容向上に資すると判断した事業譲受・Ｍ＆Ａ等を展開する。 

（2）当期より本格的に営業展開を図るグループ子会社に対しての資本強化 

（3）投資専業子会社㈱オープンループインベストメントによる、投資事業の強化 

（4）その他、グループ全体が安定的に事業展開を行うための運転資金 

なお、純粋持株会社設立は平成19年2月を予定しておりますことから、上記（1）～（4）に

ついては当下半期から来期にかけ、順次実施をはかる予定であります。 

 

Ⅱ．新株予約権の発行要項  

 

1. 本新株予約権の名称  株式会社オープンループ第11回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という｡） 

2． 本新株予約権の数                   200個 

3． 本新株予約権の払込金額          本新株予約権1個あたり 金50,000円           

4． 本新株予約権の払込金額の総額  金10,000,000円 

5． 本新株予約権の割当日及び本新株予約権と引き換えになす金銭の払込みの期日 

     平成18年12月15日 
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6． 募集の方法及び割当先 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権 

               をLehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited 

                             に割当てる。 

 

7． 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

処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」と総称する。）す

る数は、行使請求に係る本新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを下記第8項乃至

第10項により決定される行使価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使によ

り1株に満たない端数が発生する場合には、会社法第283条の規定に従い金銭により精

算するものとし、同一の本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）が同時に2個以上の本新株予約権を行使する場合の、1株未満の端数の処理は、 

同時に行使される本新株予約権を通算してこれを行う。 

 

8． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使請求に係る新株予約権 

の数に1,000万円を乗じた額とする。 

(2)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの金額（以下「行使価額」 

という。）は、当初、112,650円とする（以下「当初行使価額」という。）。 

 

9． 行使価額の修正 

(1)行使価額は、当社が本新株予約権の保有者に対し書面による事前通知を行うまでは

当初行使価額から修正されない。 

(2)当社が、本新株予約権の保有者に対し書面による事前通知を行った日において、行

使価額は、かかる通知がなされた日の直前の週の最終取引日を最終日（当日を含

む。）とする3連続取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」とい

う。）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92％に相当する金

額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。）に修正され、

当該修正行使価額は、当該行使価額修正日の翌営業日以降適用される。その後、行

使価額は、毎週の最終取引日（以下「行使価額修正日」という。）を最終日（当日

を含む。）とする3連続取引日の、大阪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（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げ

る。）の92％に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切

り上げる。）に修正され、当該修正行使価額は、当該行使価額修正日の翌営業日以

降適用される。但し、修正された行使価額の上限は当初行使価額（下記第10項によ

り行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）とし、

その下限は当初18,775円（以下「当初下限価額」という。）(下記第10項により行使

価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）とする。 

 なお、連続した10取引日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引のブ

ルームバーグサービスのエクイティーVAPページにおける、普通取引の売買高加重

平均価格の（当該10連続取引日の）単純平均値（円位未満小数第1位まで算出し、

その小数第1位を切り上げる。）が、直近の下限価額を下回った場合、下限価額は、

その翌取引日より、下記のいずれか高い方の額に再度設定されるものとする。 

  ① 直近の下限価額の70％ 

  ②  9,387円（当初下限価額の50％） 

(3)前号にかかわらず、①第18項第(1)号の規定により当社が通知及び公告を行ったと

きは、通知及び公告を行った日の4営業日後において、又は②第16項にもかかわら

ず、当社取締役会の承認なくして、Lehman Brothers Asia Capital Company以外の
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者に対して譲渡がなされたときは、譲渡がなされた日において、行使価額は、当該

日の前日までの3連続取引日（当日を含み、終値のない日を除く。）の大阪証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の300%で円位未満を切り

捨てた金額に修正され、修正後の行使価額は、①の場合は当該日の翌営業日から、

②の場合は当該譲渡の直後から適用される。以降、毎週最終取引日（以下「通知・

公告・譲渡後修正日」という。）の翌営業日以降、通知・公告・譲渡後修正日まで

の各3連続取引日（通知・公告・譲渡後修正日当日を含み、終値のない日を除く。）

の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の300％で

円位未満を切り捨てた金額に修正され、修正後の行使価額は、当該通知・公告・譲

渡後修正日の翌営業日から適用される。 

 

10．行使価額の調整 

当社は、本新株予約権の発行後、本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り場合は、次に定める算式(以下｢行使価額

調整式｣という。) により行使価額を調整する。 

 

 

 

また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通

株式に転換される証券若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

新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合等にも適宜行使価額を調整する。 

 

11．本新株予約権の行使請求期間 

平成18年12月15日から平成20年12月12日まで。なお、当社が本新株予約権者に対して

別段の通知を行わない限り、平成19年4月13日（金曜日）に同日において残存する本新

株予約権の行使は一時停止されるものとする。但し、第18項に従って当社が本新株予

約権を取得する場合、当該取得の対象となる新株予約権については、当該取得の効力

が発生する日の前営業日まで行使を請求することができるものとする。また、当社は、 

7営業日前までに本新株予約権者に通知することにより、一定の日を、行使のための非

営業日として指定することができる。但し、かかる非営業日は連続5取引日を越えない

ものとし、かつ年間10取引日を超えてはならない。 

    

12．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。 

 

13．行使請求受付場所 

当社東京支社（東京都新宿区新宿4丁目3番17号 ダヴィンチ新宿7階） 

 

14．払込取扱場所 

三井住友銀行新宿支店 

 

15．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 

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の額は、会社

計算規則第40条第1項の規定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円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。本新株

 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 
時価 既発行株式数＋ 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 

新規発行・処分 
株  式  数 

 １株あたりの 
払込金額 × 
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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準備金の額は、上記 

資本金等増加限度額から上記増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

16．本新株予約権の譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。

但し、Lehman Brothers Commercial Corporation Asia LimitedからLehman Brothers Asia 

Capital Companyへの譲渡については予めこれを承認する。 

 

17．新株予約権証券の発行 

当社は、新株予約権証券を発行するものとする（以下「本新株予約権証券」という。）。 

当社が発行する本新株予約権証券は、無記名式とする。本新株予約権者は、本新株予

約権証券を記名式とすることを請求することはできない。 

 

18．本新株予約権の取得条項 

(1)当社は、平成18年12月15日（金曜日）以降いつでも、本新株予約権の取得を当社取

締役会が決議した場合は、当社取締役会で定める取得日において残存する本新株

予約権の全部または一部を、会社法第273条第2項（及び一部取得の場合は同法第

274条第3項）及び同法第293条第1項の規定に従って当該取得日の1か月前迄に公告

及び通知をした上で、払込金額と同額で取得することができる。本新株予約権の

一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

 (2)本新株予約権者は、本項前号の場合であっても、当社による本新株予約権の 

取得日の前日まで、本新株予約権を行使することができる。 

 

19．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して払込むべき金額の算定理由 

第11項及び第18項記載の通り、当社取締役会は発行日以降いつでも本新株予約権の取

得を決議することが可能であり、且つ取得される本新株予約権は取得日以降行使でき

ないこと等を考慮して、一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ・モデ

ルによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金50,000円とした。さら

に、本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は第8項第（1）号記載のとお

りとし、当初行使価額はかかる本新株予約権1個あたりの払込金額及び市場の動向を

考慮して、第8項第（2）号の通り定めた。 
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Ⅲ.  割当先の概要 

 
 (注)割当先は、当該新株予約権を行使することにより取得した株式を、第三者に譲渡することが 

出来ますが、その売却に際しては、リーマン・ブラザーズ・グループの顧客基盤を活用した 

機関投資家への販売及び市場売却を行うことを想定しています。 

 

Ⅳ.  今回の新株予約権が行使された場合の発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数           88,321株 

本新株予約権が行使された場合の増加株式数        17,754株 

本新株予約権が全株行使された場合の発行済株式総数      106,075株 

 

Ⅴ．  本新株予約権の手取金の使途等 

(1) 新規発行による手取金の使途 

今回の第三者割当による新株予約権が全て行使された場合における発行諸費用

の概算額は 5百万円（消費税等を含まず）となる見込です。 

本新株予約権の発行総額及び本新株予約権全個数の行使による払込みがあった

場合の払込金額総額から発行諸費用を差し引いた概算手取金額の合計額 19 億 95

百万円の使途につきましては、本資料 1頁「Ⅰ．新株予約権の発行理由」に記載

のとおりであります。 

 (2) 業績に与える見通し 

当社は平成18年11月21日付で平成19年9月期業績予想を公表しておりますが、

純粋持株会社の設立は平成 19 年 2 月を予定していること、また調達資金の有効

活用による業績への寄与は主として来期以降を見込んでいることから、現段階で

は平成 19年 9月期業績予想に与える影響はございません。 

今後、業績に与える影響の見通しが立った段階で、適宜お知らせしてまいります。 

 

割当予定先の 

名称 

リーマン･ブラザーズ･コマーシャル･コーポレーション･アジア･ 

リミテッド（Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited） 

本店所在地 
Level 26, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, 

Central, Hong Kong 

代表者の氏名 Cheung Ming Joseph 

資本金 39,650,002米ドル 

事業内容 各種金融業務 

大  株  主 
LBCCA Holdings Ⅰ Inc. 

LBCCA Holdings Ⅱ Inc. 

出資関係 該当事項はありません。 

営業取引 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。 
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Ⅵ.   その他 

 

（1）第 8項第（2）項記載の本新株予約権における当初行使価額は、第 19号後段 

記載のとおり現在に至る市場の動向を考慮の上、年初来の株価水準も鑑み、 

当社普通株式の普通取引の前日終値の300％としております。 

（2）潜在株式による希薄化情報 

今回のファイナンスの実施による潜在株式数及び発行済株式総数に対する比率 

は以下のとおりであります。（注） 

・発行決議時点（平成 18年 11 月 29日） 

潜在株式数                        75,887株 

発行済株式総数に対する潜在株式数比率            85.9％ 

・（ご参考）最下限の行使価額（9,387円:当初下限価額の 50％）にて計算した場合 

潜在株式数                      271,193株 

発行済株式総数に対する潜在株式数比率           307.1％ 

   (注) 潜在株式の数の比率は、平成 13 年 12 月 17 日開催の当社定時株主総会で決議された新株引受

権の残高、平成 14 年 12 月 17 日開催の当社定時株主総会で決議された新株予約権の残高、平

成 15 年 12 月 17 日開催の当社定時株主総会で決議された新株予約権の残高、平成 16 年 12 月

17 日開催の当社定時株主総会で決議された新株予約権の残高、平成 17 年 12 月 22 日開催の当

社定時株主総会で決議された新株予約権の残高、平成 18 年 3 月 27 日開催の当社取締役会で

決議された新株予約権の残高、平成 12 年 8 月 31 日開催の株式会社トラストワーク（以下、「ト

ラストワーク」という。）定時株主総会で決議された新株引受権の残高（合併により当社がそ

の義務を承継している。以下同じ。）、平成 13 年 4 月 10 日開催のトラストワーク臨時株主総

会で決議された新株引受権の残高、平成 13 年 8 月 30 日開催のトラストワーク定時株主総会

で決議された新株引受権の残高、平成 14 年 8 月 30 日開催のトラストワーク定時株主総会で

決議された新株予約権の残高が全て権利行使された場合に発行される株式数の数値でありま

す。 

 

 

Ⅶ.  新株予約権発行日程表（予定） 

 

平成 18年 11 月 29 日（水） 本新株予約権発行 取締役会決議 

平成 18年 11 月 29 日（水） 臨時報告書提出 

平成 18年 12 月 15 日（金） 本新株予約権発行日（払込期日） 

 

 

以 上 


