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平成 18年 12月 4日 
各  位 

 会 社 名   株式会社 千年の杜 
               代表者名 取締役社長 髙橋 誠 

                         (コード番号  1757 大証第 2部)         

問合せ先 管理部長 中部 裕司        

                       (Tel. 03-5511-1700)  
 
 

第三者割当による第 5回無担保転換社債型新株予約権付社債発行および 
コミットメントライン条項付第 6回新株予約権発行に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 18年 12月 4日の取締役会において、第 5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、「本社債」という。）お

よびコミットメントライン条項付第 6 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の
発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１．資金調達の目的 
当社は、これまで予定通り順次大規模な組織変更を伴う事業の再構築を進めておりま

す。事業再構築を円滑に進めて行くなかで、新規の資金需要が見込まれる状況に至りま

したので、この度の資金調達を行うものであります。 
 
２．調達資金の使途 
（１）今回調達資金の使途 

本社債による払込金額の総額 2,000 百万円から発行諸費用の概算額 20 百万円を
差し引いた手取概算額 1,980 百万円については、事業規模の拡大により企業価値
を高めるためのバウビオホームを始めとする住宅事業ならびに介護ビジネス、環

境関連事業等の長期運転資金および投融資資金に充当する予定であります。本新

株予約権発行による払込金額の総額 1,999 百万円から発行諸費用の概算額 20 百
万円を差し引いた手取概算額 1,979 百万円については、現在進めている事業再構
築の中で、資金重要が生じた場合に都度コミットメントライン契約に基づいて権

利者へ権利行使を求める予定ですので、具体的な金額および使途については、今

後随時当社の判断に基づいて決定していく予定であります。 
（２）前回調達資金の使途の変更 

変更はありません。 
（３）業績に与える見通し 

今回の資金調達による今期業績予想の変更はありません。なお、本社債は無利 
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息であるため、金融収支の改善が見込まれ、本新株予約権の発行によるエクイ

ティ・ファシリティの設定により事業運営上、資金需要に機動的な対応をとる

ことができます。 
 
３．資金調達の手段として本社債および本新株予約権を発行する目的 
本社債および本新株予約権の発行により、無利息による資金調達のメリットを享受し

ながら、今後の事業拡大、競争力の強化、中長期的な成長および資本増強を進める所存

でございます。なお、本社債および新株予約権は以下のような特性を有しております。 
本社債および本新株予約権は、転換・行使価額が定期的に修正されるため、株価下降

時においては、当初転換・行使価額の 30％まで転換・行使価額が修正され、転換・行使
が滞る可能性が低くなるという性質を有していますが、市場動向によっては、相応の株

式の希薄化が生じる可能性もあります。ただし、本新株予約権はエクイティ・コミット

メントライン型のため、行使時期と金額は、当社の意思によりなされていることから、

希薄化をある程度制限できる設計となっております。 
 
４．エクイティ･ファシリティ契約について 
当社は、本新株予約権に関して、当社に資金需要が発生した場合に、本新株予約権の

割当先である KING CAPITAL HOLDINGS LIMITEDによる本新株予約権の行使を通
じて機動的に資金調達を行うことを目的として、本新株予約権を発行するとともに、証

券取引法による届出の効力発生後に KING CAPITAL HOLDINGS LIMITEDとの間で
エクイティ･ファシリティ契約を締結することといたします。 
このエクイティ･ファシリティ契約に基づき、一定の条件に従って、当社は KING 

CAPITAL HOLDINGS LIMITEDに対して、行使すべき本新株予約権の金額を指定した
上で、本新株予約権の行使要請（以下「行使要請」という。）をすることができます。 

KING CAPITAL HOLDINGS LIMITEDは、当社が行使要請を行った日の翌日から起
算して 25 取引日目の日までの期間（以下「行使要請期間」という。）内に、行使要請に
より指定された金額の本新株予約権を行使します。 
なお、当社にかかる重要事実で未公表のものがある場合、当社およびその企業集団の

財政状態または経営成績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合に

は、当社は行使要請を行うことができません。 
KING CAPITAL HOLDINGS LIMITEDは、当社の行使要請のない限り、本新株予約

権を行使できません。 
なお、KING CAPITAL HOLDINGS LIMITEDは、当社に対し、本エクイティ･ファ

シリティ契約の終了日に未行使の本新株予約権を本新株予約権の払込金額で取得するよ

う請求できます。 
本エクイティ･ファシリティ契約につき、当社は、KING CAPITAL HOLDINGS 

LIMITEDに対して、かかるコミットメントの対価として適正な金額のコミットメントフ
ィーを支払います。 
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Ⅰ．第 5回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 

株式会社千年の杜第 5 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 20億円 
３．各募集社債の金額 

金 50百万円の 1種 
４．各募集社債の払込金額 

金 50百万円（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 項本文および第 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 
本社債には利息を付さない。 

８．物上担保・保証の有無 
本新株予約権付社債には物上担保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。 
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 12月 20日 

11．新株予約権の割当日 
平成 18年 12月 20日 

12．募集に関する事項 
（１） 募集の方法   第三者割当の方法により、投資事業有限責任組合ＰＩＰＥ壱

号に払込金額 20億円全額を割り当てる。 
（２） 申込期日    平成 18年 12月 20日 
（３） 申込取扱場所  株式会社千年の杜 管理部 

13．償還の方法および期限 
（１）本社債は、平成 20 年 12 月 20 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で 

償還する。 
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（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日以

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か月以上前に事前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 22 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 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。）に事前通知を行

った上で、当該月の第 4 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、毎年 10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 3 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 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。 

（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。 
（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 40 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、その行使請求によ 
り当社が当社普通株式を新たに発行または、これに代えて当社の有する当社普 
通株式を移転（以下当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する数は、 
行使請求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(7)号によって修正または調整された場合は、修正後ま 
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たは調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。 
（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 12月 20日から平成 20年 12月
20 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 12 
月 21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 28円とする。 
（６）転換価額の修正 

新株予約権の発行後、毎週金曜日（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、取引日は株 
式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均 
価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。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。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通 
取引の毎取引日のⅤＷＡＰ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位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、 
その時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価額に修正（以下、決定日

価額に修正された転換価額を「修正後転換価額」という。）され、それ以外の場

合には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記(7)で定める転換価額の調
整事由が生じた場合は、修正後転換価額は、本新株予約権の発行要項に従い当

社が適当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換
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価額が 9 円（以下「下限転換価額」という。ただし、下記(7)に定める調整を受
ける。）を下回る場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。 

（７）転換価額の調整 
当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処 
分価額をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式 
を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる 
証券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。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分 
割により当社普通株式を発行する場合、および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もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付 
を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行するには、次に定め 
る算式により転換価額を調整する。 

新発行・処分株式数 

×        

1 株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋

時価 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

また、当社は株式の併合の場合等にも適宜転換価額を変更する。 
（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。 
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
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行する場合（無償割当ての場合を含む。）、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超えるときに限り、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超えない場合は、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
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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全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か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みがなさ

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、当社普通株式に割当てを受け

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、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 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り捨て、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
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だし、本項第(8)号⑦の場合は基準日）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 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、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、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(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）行使によって発行する新株の払込金額中の資本組入額 

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 円未満の端数が生じる場合はそ
の端数を切り上げた金額とする。 
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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、本項(13)①記載の資本金等増加限度額から本項(13)①に定める増
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 23 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および数、

新株予約権を行使する日等を記載してこれに記名捺印した上、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 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
を撤回することができない。 

（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

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、繰上償還および払込金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、当初の転換価額は平成 18 年 12月 1日の株式会
社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 120%とした。 

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
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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、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の

合計額（邦貨換算後）が 5 億円を超えない場合は、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．取得格付 格付は取得していない。 
20．登録機関 該当事項なし 
21．財務代理人 該当事項なし 
22．償還金支払場所 株式会社千年の杜 管理部 
23．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 
24．行使請求取次場所 該当事項なし 
25．上場申請の有無 なし 
26．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。 
27．割当予定先の概要 
割当予定先の氏名又は名称 投資事業有限責任組合ＰＩＰＥ壱号 

割当新株予約権付社債（額面） 2,000,000,000 円 

払込金額 2,000,000,000 円 

住所 東京都港区六本木3-3-7六本木NKビル4F 
代表者の氏名 無限責任組合員  藤本 毅 

資金量 2,000,000,000 円 

事業の内容 投資業 

 
 
割当予定先

の内容 

大株主及び持株比率 － 
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当社が保有して

いる割当予定先

の株式の数 

 
－ 

 
 

出資関係 割当予定先が保

有している当社

の株式の数 

 
－ 

取引関係等 なし 

 

 

当社との関係 

人的関係等 なし 

（注）資金量および出資関係の欄は、平成 18年 12月 4日現在のものであります。 
 
 

Ⅱ．第６回新株予約権 
 
１．新株予約権の名称  

株式会社千年の杜第 6回新株予約権 
（以下「本新株予約権」という。） 

２．新株予約権の総数 
200個 

３．新株予約権の 1個当たりの払込金額 
本新株予約権 1個あたり金 10,000円 

４．新株予約権の払込総額 
金 2,000,000円 

５．新株予約権の割当日 
平成 18年 12月 20日 

６．新株予約権の払込期日 
平成 18年 12月 20日 

７．募集方法 
第三者割当の方法により、200個を KING CAPITAL HOLDINGS LIMITED.に割り
当てる。 

８．新株予約権の目的である株式の種類及び数 
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、その行使請求により当社

が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係

る本新株予約権の数に 10,000,000 円を乗じ、これを下記 9(2)の行使価額（ただし、
下記 15 および 16 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行使
価額）で除して得られる最大単元株数とする。各本新株予約権の目的である株式の

数（以下「割当株式数」という。）は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の

数で除した数とする。 
９．行使時の払込金額 
（１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義す

る。）に割当株式数を乗じた額とする。 
（２）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またはこれに代え
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て当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交

付」という。）する場合における株式 1株あたりの払込金額（以下「行使価額」
という。）は、当初 28円とする。 

10．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
1,999,998,000円 

(注)行使価額が修正された場合等には、払込金額の総額に新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加または減少します。

また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が新株予約

権を取得した場合には、払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。 
11．新株予約権の払込金額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

当社は、所定の条件の下に二項モデルを用いて新株予約権の理論価値を算出した。

また、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、売買出来高の実績、当

社の資産状態、収益状況、発行済み株式数等の諸事情を総合的に勘案した。これら

を前提に、上記理論価値を下回らず、かつ新株予約権の発行により企図される目的

が達成される限度で、金 10,000円を新株予約権の 1個あたりの払込金額とした。ま
た、新株予約権の行使価額は、当初、平成 18年 12月 1日の株式会社大阪証券取引
所における当社普通株式の終値の 120%とした。 

12．行使によって発行する新株の払込金額中の資本組入額 
（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 円未満の端数が生じる場合はその端数を切り
上げた金額とする。 

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

は、本項(1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)に定める増加する資本金の額を
減じた額とする。 

13．新株予約権の行使期間 
   平成 18年 12月 20日(水)から平成 20年 12月 20日(土) までとする。 
14．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。 
15．行使価額の修正 

新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、行使

価額は、決定日まで（当日を含む。）の 3連続取引日（ただし、取引日は株式会社大
阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下「Ⅴ

ＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。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。）
の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引日のⅤＷＡＰ

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
を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、その時点で有効な行使価額を下回

る場合には決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後
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行使価額」という。）され、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間

内に、下記 16で定める行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本
新株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に修正される。ただし、かか

る算出の結果、修正後行使価額が 9 円（以下「下限行使価額」という。ただし、下
記 16 に定める調整を受ける。）を下回る場合には修正後行使価額は下限行使価額と
する。 

16．行使価額の調整 
当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処分価額をも

って当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合

（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通

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。）の

転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分割により当社普通株式を発行す

る場合、および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もしくは

転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予

約権付社債を発行するには、次に定める算式により行使価額を調整する。 

新発行・処分株式数 

×        

1 株当たり払込金額 

既発行株式数 ＋

時価 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

また、当社は株式の併合の場合等にも適宜行使価額を変更する。 
17．本新株予約権の取得事由及び取得の条件 
（１）当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌日

以降、本新株予約権証書が発行されている場合は当社取締役会で定める取得日

に先立つ 2 週間以上前に新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出すべき
旨を公告し、かつ新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して通知を

行った上で、当該取得日に、本新株予約権 1 個当たり 10,000円にて、残存する
本新株予約権の全部または一部を取得することができる。一部取得をする場合

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）当社は、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

社の株主総会で承認決議した場合、本新株予約権証券が発行されている場合は

当社取締役会で定める取得日に先立つ 2 週間以上前に新株予約権証券を当該取
得日までに当社に提出すべき旨を公告し、かつ、新株予約権原簿に記載された

各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権 1 個
当たり 10,000円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。 

18．新株予約権の譲渡制限 
本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。 

19．本新株予約権行使請求および払込みの方法 
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（１）本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行使請求書（以下

「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第 20 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。）に提出するも

のとする。当該行使にかかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されて

いる場合には、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければならない。 
（２）前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により交付される当社

普通株式にかかる行使価額の全額（以下「払込金」という。）を現金にて第 21 項
に定める払込取扱場所の当社の指定する口座（以下「指定口座」という。）に振

り込むものとする。 
（３）行使請求受付場所に本新株予約権行使に要する書類を提出した者は、その後こ

れを撤回することはできない。 
20．行使請求受付場所 株式会社千年の杜 管理部 
21．払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店 
22．本新株予約権行使の効力発生時期等 
（１）本新株予約権の行使の効力は、行使請求書および当該行使にかかる本新株予約

権の新株予約権証券が行使請求受付場所に到達し、かつ払込金が指定口座に入

金されたときに生じるものとする。 
（２）当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

23．新株予約権証券の発行 
新株予約権者の請求あるときに限り新株予約権証券を発行するものとする。 

24．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。 
25．割当予定先の概要 
割当予定先の氏名又は名称 KING CAPITAL HOLDINGS LIMITED 

割当新株予約権数 200 個 

払込金額 2,000,000 円 

割当予定先の内容 

住所 Suite No.A,11th Floor, Ritz Plaza, 122 Austin Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 

代表者の氏名 TAM Chun Ip 

資本金 HK$2 

大株主及び持株比率 TAM Chun Ip 100% 

事業の内容 投資業 

当社との関係  

当社が保有している取得者の株式の数 0 株出資関係 

  取得者が保有している当社の株式の数 0 株

取引関係等 該当事項はありません。 
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 設備の賃貸借 該当事項はありません。 

 役員の兼務関係 該当事項はありません。 

当該証券の保有に関する事項 該当事項はありません。 

（注）資本金および出資関係の欄は、平成 18年 12月 4日現在のものであります。 
 
 
 
 
【ご参考】 
 
１．株主への利益配分等 
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、累積損失を

計上していることから利益配当を実施できない状況にあります。今後可能な限り早期

に株主還元を図る所存でありますが、当面は経営基盤の強化と積極的な事業展開に備

え、内部留保を優先させていただきたく存じます。 
 
２．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 

  単位：千円 
年 月 日 増資額 増資後資本金 適 用 

平成15年12月17日 
平成16年 2月20日 
平成16年 3月30日 
平成16年 6月18日 
平成17年 1月27日 
平成17年 2月25日 
平成17年 8月26日 
平成17年 9月30日 
平成17年11月30日 
平成17年12月31日 
平成18年 1月31日 
平成18年 3月31日 
 
平成18年 4月30日 
 
平成18年 5月31日 
 
平成18年 6月30日 
平成18年 7月31日 

75,000 
367,999 
266,470 
300,000 
176,404 
299,300 
150,000 
322,000 
161,000 
136,850 
466,900 
201,061 

 
603,360 

 
306,569 

 
100,994 
206,265 

2,063,835
2,431,835
2,698,306
2,998,306
3,174,710
3,474,010
3,624,010
3,946,010
4,107,010
4,243,860
4,710,760
4,911,821

5,515,181

5,821,750

5,922,744
6,129,009

第三者割当増資 
円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

第三者割当増資 
円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

第三者割当増資 
第三者割当増資 
新株予約権の権利行使 
新株予約権の権利行使 
新株予約権の権利行使 
新株予約権の権利行使 
円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

および新株予約権の権利行使 

円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

および新株予約権の権利行使 

円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

および新株予約権の権利行使 

新株予約権の権利行使 
新株予約権の権利行使 
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平成18年 8月 1日 
平成18年 8月31日 
 
平成18年 9月30日 
平成18年 11月 6日 
平成18年11月14日 
平成18年11月16日 

△4,211,822 
181,498 

 
71,326 
50,100 
40,080 

135,270 

1,917,187
2,098,685

2,170,011
2,220,111
2,260,191
2,395,461

減資 
円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換 

および新株予約権の権利行使 

新株予約権の権利行使 

新株予約権の権利行使 

新株予約権の権利行使 

新株予約権の権利行使 

 
（２）過去 3決算期間及び直前の株価等の推移 

  16年 3月期 17年 3月期 18年 3月期 19年 3月期(中間)

最高（円） 88 71
□284

262 79

最低（円） 14 22
□121

70 36

（注）1. 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。  
   2. □印は、株式併合による権利落後の最高・最低価格を示しております。 
   
（３）最近 10か月間の月別最高・最低株価 

月 別 平成 18年
2月 

3月 4月 5月 6月 

最高（円） 123 90 79 78 58
最低（円） 70 74 56 48 46

 

月 別 7月 8月 9月 10月 11月 
最高（円） 54 55 47 39 33
最低（円） 37 41 36 27 23

（注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

     

（４）株式貸借取引 
本契約に当たり、株式の貸借はございません。 

 
３．大株主構成等 

  平成 18年 9月 30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

ｻﾝﾌﾝｶｲｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｼｽ 

ｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ 常任代理人 

日産ｾﾝﾁｭﾘｰ証券㈱ 

東京都中央区日本橋人形町 2－26－5 19,722 19.40
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氏名又は名称 住所 
所有株式数

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜 2－4―6 3,188 3.13

ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞﾆｭｰﾖｰｸｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ 

ｱｶｳﾝﾂｲｰｱｲｴｽｼﾞｰ  常任代理人 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

東京都千代田区丸の内 2－7－1 

カストディ業務部 
2,916 2.86

ｻﾝﾌﾝｶｲｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｼｰｽﾞﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

常任代理人  鈴木法律事務所 

弁護士  鈴木康司 

東京都中央区銀座 7－10－11 

日本アニメーションビル 8階 
2,824 2.77

大和証券㈱ 東京都千代田区大手町 2－6－4 2,365 2.32

小島 一元 大阪府八尾市山本町 4－6－10 2,290 2.25

村上  實 千葉県船橋市北本町 2－33－3 1,790 1.76

長井 博實 東京都新宿区北新宿 1-32-20-202 1,607 1.58

中村 達三 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 2-158-2 1,538 1.51

松本 昌己 
神奈川県川崎市高津区末長 797 

セリタハイツ 2－101 
1,477 1.45

計  39,722 39.07

(注) 上記、大阪証券金融株式会社の所有株式は、証券取引法第 156 条の 24 第 1 項に規定する業務により所有する株式

であります。 

４．日程(予定) 
  平成 18年 12月 4日（月）  第 5回無担保転換社債型新株予約権付社債および 

第 6回新株予約権発行取締役決議 
                 有価証券届出書提出 
  平成 18年 12月 5日（火）  取締役会決議公告 
  平成 18年 12月 20日（水） 有価証券届出書効力発生日  
  平成 18年 12月 20日（水） 払込期日 
  平成 18年 12月 20日（水） 割当日 
  平成 18年 12月 20日（水） 新株予約権行使開始日              

 以上 
 


