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 第３回新株予約権および第４回新株予約権の取得および消却、 

第三者割当による第６回新株予約権および第７回新株予約権の発行ならびに 

ファシリティ契約締結に関するお知らせ 

 

 

当社は平成18年12月８日開催の取締役会において、第３回新株予約権および第４回新株予約権の取

得および消却、第三者割当による第６回新株予約権および第７回新株予約権の発行ならびにファシリテ

ィ契約の締結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 

 

Ⅰ．第６回新株予約権および第７回新株予約権の発行理由 

現在、米国の大手 IT ベンダー各社による XML データベースの市場投入が始まるほか、SOX 法の施

行によって、数値情報とテキスト情報の統合的な活用を含めたデータ統合のキーテクノロジーとして

XML が着目されるなど、XML の活用の流れが確固となりつつあります。そのような環境下で、当社の

「xfy」は多様な XML データを統合的にかつ迅速に提供できる XML アプリケーション開発・実行環境

として、可能性が広がっております。当社は、今後 xfy事業を大きな成長の柱と捉えており、主に北

米およびヨーロッパ市場での事業展開をはかっております。本年 10月に米国 IBM Corporationと

Teaming Agreementに合意するなど、欧米の大手ベンダーとの提携を加速しつつあり、その提携をサ

ポートする人材および営業拠点の整備に取り組んでおります。既に、カナダのXMetaL事業を買収しま

したが、今後 xfy事業における営業拠点網の整備にあたっては、さらなる資金需要の発生が見込まれ

るため、より機動的な資金調達手段の確保の必要性が高まっております。 

このような当社の事業環境および資金需要の変化に加え、昨今の株式市場および当社株価の動向か

ら、現状の資金調達手段を総合的に勘案した結果、本年３月に発行した第３回および第４回新株予約

権を取得および消却し、新たに第６回および第７回新株予約権(以下、併せて「本新株予約権」といい

ます。)を発行することを決定いたしました。 

この度の新株予約権の発行につきましては、一般的な行使価額修正型新株予約権および転換社債型

新株予約権付社債と異なり、当社が新株予約権の権利行使について一定の制御を行える権利を保有し

ております。当社は、既存株主の皆様への影響に配慮した資金調達手段の一つとして導入を決定いた

しました。 

本新株予約権の発行および割当先との間で締結予定のファシリティ契約は、「Ⅱ.今回の資金調達の

特徴について」記載のような特徴を持っており、当社は今後、資金需要が生じ、かつ他の資金調達手

段と比較して本新株予約権の権利行使による資金調達が最も有利な方法であると判断できる場合、割

当先による新株予約権の権利行使を許可する予定です。なお、新株予約権の目的となる株式について

は、一部自己株式（100万株）を充当する予定です。 
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Ⅱ.今回の資金調達の特徴について 

本新株予約権の発行および割当先と締結予定のファシリティ契約による資金調達は以下の２つの特徴

を備えております。 

■ 本新株予約権の行使価額は、平成 18年 12月 27日以降、行使請求日前日までの３取引日の売買高

加重平均価格の平均値に修正されます。ただし、当社が行使価額修正の決定（下記新株予約権の発

行要項第16項第(2)号に記載）を取締役会にて決議した場合、行使価額は、修正開始日以後平成20

年11月21日まで、行使請求日前日までの３取引日の売買高加重平均価格の平均値の90%に修正さ

れます。 

■ 割当先は以下に概要を記載するファシリティ契約の締結により、平成18年12月25日から平成20

年11月21日までの間、当社が取締役会決議により、行使可能期間および行使可能個数を定めるま

で、本新株予約権の権利行使を行うことができません。 

これら２つの特徴により、当社は、機動的な資金調達手段を確保しつつも、常に他の有利な条件に

よる資金調達手段の模索が可能になります。具体的には、資金需要が生じ、かつ他に有利な条件の資

金調達手段が確保できない場合において、上記行使価額の修正に関する取締役会決議および行使可能

通知を行い、本新株予約権の行使を促すことを予定しております。 

また、当社が行使可能期間および個数を設定し、行使価額修正の決定を行った場合においても、行

使価額に上限を設けていないため、当社株価が大幅に上昇した場面では、調達金額は行使価額の上昇

に応じて増加し、当社が株価上昇のメリットを享受できる設計になっております。 

 

 

＜ファシリティ契約について＞ 

当社は、大和証券エスエムビーシー株式会社に対し第６回新株予約権 2,100 個を、メリルリンチ日本

証券株式会社に対し第７回新株予約権 900 個を第三者割当の方法で発行し（以下、両社を「割当予定

先」といいます。）、証券取引法による届出の効力発生後に両社との間でファシリティ契約を締結いた

します。本契約の概要は下記のとおりとなります。 

 

■ 平成18 年12月25日以降平成20年11月21日までの期間（以下「ファシリティ期間」といいます。）

においては、当社取締役会が必要と認めない限り、割当予定先は権利行使ができません。なお、フ

ァシリティ期間経過後行使期間満了までは割当予定先は当社の許可なく権利行使が可能となって

おります。 

■ 割当予定先は、当社取締役会が定める行使可能期間中に限り行使可能個数を上限として、本新株予

約権を行使することができます。当社は、行使可能期間および行使可能個数を定めた場合、行使可

能期間開始日の前取引日までに、行使可能期間開始日、行使可能期間終了日および行使可能個数を

指定し、割当予定先に通知いたします（行使可能通知）。 

■ 当社は、ファシリティ期間中、何度でも行使可能通知を行うことができます。行使可能期間内にお

いても、６取引日前までに新たな行使可能通知を行うことにより、何度でも行使可能期間および行

使可能個数を変更することができます。また、６取引日前までに撤回通知を行うことにより、行使

可能通知を撤回することができます。 

■ 割当予定先は当社が指定した行使可能期間および行使可能個数の範囲内で自由裁量により複数回

に分割して権利行使を行うことが可能です。なお、割当予定先は、当社が行使可能通知を行った場

合においても、本新株予約権を行使する義務を負うものではありません。 

■ 当社は、割当予定先に対して、行使可能通知、撤回通知、または行使価額修正の通知をした場合に
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は、速やかに適時開示を行います。 

 

Ⅲ.第６回新株予約権の発行要項 

１. 新株予約権の名称 株式会社ジャストシステム第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 2,100個 

３. 新株予約権の払込金額 本新株予約権１個当たり17,388円 

（本新株予約権の払込総額36,514,800円） 

４. 新株予約権の申込期日 平成18年12月25日（月） 

５. 新株予約権の割当日 平成18年12月25日（月） 

６. 新株予約権の払込期日 平成18年12月25日（月） 

７. 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、大和証券エスエムビーシー株式会社に全て

の新株予約権を割り当てる。 

(2) 申込取扱場所 株式会社ジャストシステム 総務経理部 

８. 新株予約権の目的である

株式の種類および数 

本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社普通株式

2,100,000株とする。（本新株予約権１個の目的である株式の数（以

下「割当株式数」という。）は1,000株とする。） 

ただし、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予

約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され

るものとする。 

９. 新株予約権の目的である

株式の数の調整 

当社が第17項の規定に従って行使価額（第10項に定義する。）の調

整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす

る。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとす

る。 

            調整前割当株式数×調整前行使価額 

調整後割当株式数＝―――――――――――――――――――― 

                       調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、第 17項
に定める調整前行使価額および調整後行使価額とする。 

10. 新株予約権の行使に際し

て出資される財産の内容

および価額 

(1)本新株予約権 1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、そ

の価額は、第(2)号に定める行使価額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際して出資される当社普通株式 1株当たり

の金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初 2,086.5円と

する。ただし、第 16項または第 17項に従い、修正または調整さ

れる。 

11. 新株予約権の行使により発

行する株式の発行総額 

4,418,164,800円 

（ただし、第16項または第17項により、行使価額が修正または調整

された場合には、上記発行総額は増加または減少する。） 

12. 新株予約権の払込金額およ

びその行使に際して出資さ

れる財産の価額の算定の理

由 

本新株予約権の発行要項および割当先との間で締結する予定のファ

シリティ契約に定められた諸条件を考慮し、その一定の特性に関する

検討結果を加味して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションを基礎として算定した結果、本新株予約権１個の払

込金額を金17,388円（１株当たり金17.388円）とした。さらに、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10項記載のと

おりとし、行使価額は当初、平成18年12月７日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を 50％上回

る額とした。 

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

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
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よび資本準備金 を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。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. 新株予約権の行使期間 平成18年12月25日から平成20年12月25日まで。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。 

15. その他の新株予約権の行使

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。 

16. 行使価額の修正 (1)  平成18年12月27日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使

請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の前日まで（当日

を含む。）の３連続取引日（ただし、売買高加重平均価格の算出

されない日は除く。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（以下「ジャスダック証券取引所」とい

う。）における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均

価格の平均値に相当する金額（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「修正後行使価額」という。）

に修正される。 

(2) 前号にかかわらず、当社は、当社取締役会が、資金調達のために

必要と認めて、次号に従って行使価額が修正される旨を決議した

場合には、かかる決議の日に本新株予約権者に対してその旨およ

び修正開始日（以下に定義する。）を通知したうえで、かかる決

議の翌営業日（以下「修正開始日」という。）以降、次号に従っ

て本新株予約権の行使価額が修正される旨を決定することがで

きる。修正開始日は、平成18年12月27日以降に到来する日と

する。 

(3) 修正開始日以降、行使価額は、時価算定期間のジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平

均価格の平均値の 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。）に修正される。 

(4) 前号にかかわらず、平成20年11月25日以降、行使価額は、本項

第(1)号に定める修正後行使価額に修正される。 

(5) 本項第(1)号乃至第(4)号にかかわらず、第 18項各号に従って本

新株予約権の全部が取得される場合、かかる取得のための公告ま

たは通知がなされた日のいずれか早い日の翌々営業日以降、行使

価額は、時価算定期間の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売買高加重平均価格の平均値の 105％

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。）に修正される。 

(6) 本項第(1)号、第(3)号および前号に定める修正後の行使価額の算
出において、(i)時価算定期間内に第 17項で定める行使価額の調

整の原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定期間内のジ

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

売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されるものとし、

(ii)かかる算出の結果得られた金額が 834.6円（以下「下限行使

価額」という。ただし、第17項による調整を受ける。）を下回る

こととなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 
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17. 行使価額の調整 当社は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る

発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社

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

転換または行使による場合を除く。）、株式分割により普通株式を発

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場合には、次

に定める算式をもって行使価額を調整する。なお、次式において、「既

発行株式数」は当社の発行済普通株式数から、当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。 

 
                             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 ＋ 交付普通株式数 

 また、当社は株式併合の場合等にも適宜行使価額を調整する。 

18. 本新株予約権の取得条項 (1)   当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議し

た場合には、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273

条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり13,910円にて、残存する

本新株予約権の全部を取得することができる。 

(2)   当社は、当社が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、

会社法第 273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締

役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり13,910円に

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。 

(3)   当社は、本新株予約権の発行後、５連続取引日（ただし、終

値のない日は除く。）の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が下限行使価額を下回っ

た場合、当該５連続取引日の最終日の翌銀行営業日に、本新

株予約権1個当たり13,910円にて、残存する本新株予約権の

全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却する

ものとする。なお、上記５連続取引日の間に第17項で定める

行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該５

連続取引日の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は、本号の適用上、当該事由を勘案

して調整されるものとする。 

19. 新株予約権の譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

20. 新株予約権の行使請求受

付場所 

株式会社ジャストシステム 総務経理部 

（担当する部署に変更があった場合には、当該変更後の担当部署） 

21. 新株予約権の払込金額の

払込および新株予約権の

行使に関する払込取扱場

所 

株式会社百十四銀行 徳島支店 

22. 読み替えその他の措置 当社が、１単元の株式の数の定めを廃止する場合および会社法その他

の法律の改正等、本新株予約権の発行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。 

23. 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。 
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Ⅳ.第７回新株予約権の発行要項 

１. 新株予約権の名称 株式会社ジャストシステム第７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 900個 

３. 新株予約権の払込金額 本新株予約権１個当たり17,388円 

（本新株予約権の払込総額15,649,200円） 

４. 新株予約権の申込期日 平成18年12月25日（月） 

５. 新株予約権の割当日 平成18年12月25日（月） 

６. 新株予約権の払込期日 平成18年12月25日（月） 

７. 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、メリルリンチ日本証券株式会社に全ての新

株予約権を割り当てる。 

(2) 申込取扱場所 株式会社ジャストシステム 総務経理部 

８. 新株予約権の目的である

株式の種類および数 

本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社普通株式

900,000株とする。（本新株予約権１個の目的である株式の数（以下

「割当株式数」という。）は1,000株とする。） 

ただし、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予

約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され

るものとする。 

９. 新株予約権の目的である

株式の数の調整 

当社が第17項の規定に従って行使価額（第10項に定義する。）の調

整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす

る。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとす

る。 

            調整前割当株式数×調整前行使価額 

調整後割当株式数＝―――――――――――――――――――― 

                       調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、第 17項
に定める調整前行使価額および調整後行使価額とする。 

10. 新株予約権の行使に際し

て出資される財産の内容

および価額 

(1)本新株予約権 1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、そ

の価額は、第(2)号に定める行使価額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際して出資される当社普通株式 1株当たり

の金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初 2,086.5円と

する。ただし、第 16項または第 17項に従い、修正または調整さ

れる。 

11. 新株予約権の行使により発

行する株式の発行総額 

1,893,499,200円 

（ただし、第16項または第17項により、行使価額が修正または調整

された場合には、上記発行総額は増加または減少する。） 

12. 新株予約権の払込金額およ

びその行使に際して出資さ

れる財産の価額の算定の理

由 

本新株予約権の発行要項および割当先との間で締結する予定のファ

シリティ契約に定められた諸条件を考慮し、その一定の特性に関する

検討結果を加味して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションを基礎として算定した結果、本新株予約権１個の払

込金額を金17,388円（１株当たり金17.388円）とした。さらに、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10項記載のと

おりとし、行使価額は当初、平成18年12月７日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を 50％上回

る額とした。 

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、その端数を切り上げるものとする。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
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とする。 

14. 新株予約権の行使期間 平成18年12月25日から平成20年12月25日まで。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。 

15. その他の新株予約権の行使

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。 

16. 行使価額の修正 (1)平成18年12月27日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請

求の効力発生日（以下「修正日」という。）の前日まで（当日を

含む。）の３連続取引日（ただし、売買高加重平均価格の算出さ

れない日は除く。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（以下「ジャスダック証券取引所」という。）

における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の

平均値に相当する金額（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「修正後行使価額」という。）に修

正される。 

(2)前号にかかわらず、当社は、当社取締役会が、資金調達のために

必要と認めて、次号に従って行使価額が修正される旨を決議した

場合には、かかる決議の日に本新株予約権者に対してその旨およ

び修正開始日（以下に定義する。）を通知したうえで、かかる決

議の翌営業日（以下「修正開始日」という。）以降、次号に従っ

て本新株予約権の行使価額が修正される旨を決定することができ

る。修正開始日は、平成18年12月27日以降に到来する日とする。 

(3)修正開始日以降、行使価額は、時価算定期間のジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均

価格の平均値の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。）に修正される。 

(4)前号にかかわらず、平成20年11月25日以降、行使価額は、本項

第(1)号に定める修正後行使価額に修正される。 

(5)本項第(1)号乃至第(4)号にかかわらず、第18項各号に従って本新

株予約権の全部が取得される場合、かかる取得のための公告また

は通知がなされた日のいずれか早い日の翌々営業日以降、行使価

額は、時価算定期間の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売買高加重平均価格の平均値の 105％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。）に修正される。 

(6)本項第(1)号、第(3)号および前号に定める修正後の行使価額の算

出において、(i)時価算定期間内に第 17項で定める行使価額の調

整の原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定期間内のジ

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

売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されるものとし、

(ii)かかる算出の結果得られた金額が 834.6円（以下「下限行使

価額」という。ただし、第17項による調整を受ける。）を下回る

こととなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 
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17. 行使価額の調整 当社は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る

発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社

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

転換または行使による場合を除く。）、株式分割により普通株式を発

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場合には、次

に定める算式をもって行使価額を調整する。なお、次式において、「既

発行株式数」は当社の発行済普通株式数から、当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。 

 
                              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 ＋ 交付普通株式数 

 また、当社は株式併合の場合等にも適宜行使価額を調整する。 

18. 本新株予約権の取得条項 (1)   当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議し

た場合には、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273

条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり13,910円にて、残存する

本新株予約権の全部を取得することができる。 

(2)   当社は、当社が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、

会社法第 273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締

役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり13,910円に

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。 

(3)   当社は、本新株予約権の発行後、５連続取引日（ただし、終

値のない日は除く。）の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が下限行使価額を下回っ

た場合、当該５連続取引日の最終日の翌銀行営業日に、本新

株予約権1個当たり13,910円にて、残存する本新株予約権の

全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却する

ものとする。なお、上記５連続取引日の間に第17項で定める

行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該５

連続取引日の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は、本号の適用上、当該事由を勘案

して調整されるものとする。 

19. 新株予約権の譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものと

する。 

20. 新株予約権の行使請求受

付場所 

株式会社ジャストシステム 総務経理部 

（担当する部署に変更があった場合には、当該変更後の担当部署） 

21. 新株予約権の払込金額の

払込および新株予約権の

行使に関する払込取扱場

所 

株式会社百十四銀行 徳島支店 

22. 読み替えその他の措置 当社が、１単元の株式の数の定めを廃止する場合および会社法その他

の法律の改正等、本新株予約権の発行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。 

23. 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。 

 



ご注意： この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され

たものではありません。本文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて

証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されませ

ん。米国における証券の募集が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。

現在、当社は、米国内における販売のために証券を登録する予定はありません。また、本文の米国内での配布は禁止され

ております。 

9 

 

Ⅴ．第３回新株予約権および第４回新株予約権の取得および消却 

当社は、平成18年12月８日開催の取締役会において、平成18年３月27日に発行いたしました第３回新株

予約権および第４回新株予約権について、各新株予約権の発行要項および会社法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成17 年政令第367 号）第13 条第１項の規定に

基づき、平成18年12月25日に残存するすべてを、新株予約権1個当たり30,650円で取得し、その後直ち

に消却することを決議いたしました。なお、第３回新株予約権および第４回新株予約権の取得にかかる原資

には、当社の手許資金を充当いたしますが、今期の業績予想の損益に与える影響は軽微です。 

 
1. 

取得および消却する新株予

約権の名称 
株式会社ジャストシステム第３回および第４回新株予約権 

2. 取得および消却の実施日 平成18年12月25日 

3. 
取得および消却する新株予

約権の個数 
1,800個 

4. 取得および消却の理由 
第６回および第７回新株予約権の発行により、資金調達の機動性を

確保するため。 

5. 

取得および償却する新株予

約権の目的である株式の種

類および数 

株式会社ジャストシステム普通株式 

合計1,800,000株（第３回および第４回新株予約権合計） 

6. 
行使済みの新株予約権（平成

18年12月７日現在） 
0個 

 

＜ご参考＞ 

１．調達資金の使途 

(1) 今回調達資金の使途 

手取概算額6,305百万円については、xfy事業における事業資金に全額充当する予定です。 

(2) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

(3) 業績に与える見通し 

今期の業績予想に与える影響はございません。 

 

２．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

株主に対する利益還元につきましては、研究開発型企業として内部留保を高め、株主資本を有効に

利用した積極的な開発投資等を行い、当社の株式価値を高めることにより、株主に対して利益還元を

行うことを基本方針としております。中期的に一定水準以上の利益確保が可能な場合は、安定的な配

当を目指します。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

当期においては、損失を計上することを見込んでおりますが、xfy事業の先行投資による一時的な

ものと認識しておりますので、１株当たり３円の配当を予定しております。 
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(3) 過去３決算期間の配当状況等 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

１株当たり当期純利益 13.99円 8.26円 -35.87円 

１株当たり年間配当金 －円 3.00円 3.00円 

実 績 配 当 性 向 －％ 36.3％ －％ 

自己資本当期純利益率 2.6％ 1.5％ -6.8％ 

純 資 産 資 本 配 当 率 －％ 0.6％ 0.6％ 

(注) 自己資本当期純利益率は、当期純利益を当該決算期首の資本の部合計と当該決算期末の資

本の部合計の平均で除した数値であります。 

 

３．その他 

(1) 潜在株式による希薄化情報 

今回のファイナンスを実施することにより、平成18年12月７日現在の発行済株式総数に対する潜

在株式数の比率は6.39％となる見込みであります。 

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する新株予約権がすべて権利行使された場合に発行される株

式数から充当予定の自己株式を控除した株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であり

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 

a. 第三者割当による第３回新株予約権の発行 

新株予約権の目的たる株式の種類および数 

 当社普通株式            1,200,000株（新株予約権1個につき1,000株） 

 行使により発行する株式の発行総額  3,714百万円      

 払込期日              平成18年３月27日 

 行使状況              0% 

 

b. 第三者割当による第４回新株予約権の発行 

新株予約権の目的たる株式の種類および数 

 当社普通株式            600,000株（新株予約権1個につき1,000株） 

 行使により発行する株式の発行総額  1,857百万円      

 払込期日              平成18年３月27日 

 行使状況              0% 
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② 過去３決算期間および直前の株価の推移 

  平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

始値 194円 640円 412円 2,670円 

高値 808円 1,200円 4,190円 2,675円 

安値 153円 392円 380円 927円 

終値 630円 411円 2,640円 1,391円 

株価収益率 45.04倍 49.75倍 － －  

(注) 1. 株価は、平成16 年12 月12 日以前は日本証券業協会におけるものであり、平成16年12

月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

 2. 平成18年３月期の株価収益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 3. 平成19年３月期の株価については、平成18年12月７日現在で表示しております。 

 

４．割当予定先の概要等 

（１） 割当予定先の概要 

割 当 予 定 先 の 名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社 

割 当 新 株 予 約 権 数 第６回新株予約権 2,100個 

払 込 金 額 36,514,800円 

住 所 東京都千代田区丸の内１丁目８番１号 

代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長 斎藤 辰栄 

資 本 金 の 額 255,700百万円 

事 業 の 内 容 証券業 

割当予定先 

の 内 容 

大株主および持株比率 
株式会社大和証券グループ本社 60％ 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ40％ 

当社が保有している 

割当予定先の株式の数 
－株 

出 

資 

関 

係 
割当予定先が保有して 

いる当社の株式の数 
－株 

取 引 関 係 等 主幹事証券会社、証券取引 

当 社 と の 

関 係 

人 事 関 係 等 該当事項なし 

（注）資本金の額、大株主および持株比率ならびに出資関係は、平成18年12月７日現在のもので

あります。 

割 当 予 定 先 の 名 称 メリルリンチ日本証券株式会社 

割 当 新 株 予 約 権 数 第７回新株予約権 900個 

払 込 金 額 15,649,200円 

住 所 
東京都中央区日本橋一丁目４番１号日本橋一丁

目ビルディング 

代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長  小林 いずみ 

資 本 金 の 額 92,768百万円 

事 業 の 内 容 総合金融業 

割当予定先 

の 内 容 

大株主および持株比率 
メリルリンチ･インターナショナル･インコーポ

レーテッド 

当社が保有している 

割当予定先の株式の数 
－株 

出 

資 

関 

係 
割当予定先が保有して 

いる当社の株式の数 
－株 

取 引 関 係 等 該当事項なし 

当 社 と の 

関 係 

人 事 関 係 等 該当事項なし 

（注）資本金の額、大株主および持株比率ならびに出資関係は、平成18年12月７日現在のものであ

ります。 
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（２） その他 

本新株予約権の割当予定先である大和証券エスエムビーシー株式会社およびメリルリンチ日本証

券株式会社は、新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当該株

式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本買取案件にかかわる空売りを目的として、当該株式の借株

を行わないことになっております。 

以    上 


