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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債および 

第６回乃至第 10 回新株予約権発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 1月 15 日開催の取締役会において、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債および第６回乃至第 10 回新株予約権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。 

 
＜資金調達の主な目的＞ 

当社グループは、大学の研究成果を活用することによって、身体や病気の状態を客観的・定量的に測定

するための指標となるバイオマーカーとそれを活用した生体評価システムを開発し、その技術を応用して、

主に特定保健用食品の許可申請のための臨床評価試験および臨床開発の支援サービス等の事業を展開し

てまいりました。また、当社グループでは、疾病の予防や美容等といった健康寿命の伸長および快適性の

向上を求める国民の意識の高まりや、顧客ニーズの多様化にも対応し、子会社の設立、事業会社の買収、

事業提携等によって事業の多角化を推進しております。具体的には、これまで、東京慈恵会医科大学の近

藤一博教授との共同による株式会社ウィルス医科学研究所（当社議決権比率 66％、非連結）の設立、株式

会社博報堂との合弁による株式会社エビデンスラボ（当社議決権比率 60％、連結）の設立、医薬品ＣＲＯ

（医薬品開発受託機関）である株式会社クリニカルトラスト（当社議決権比率 34％、平成 19 年６月期よ

り持分法適用予定）への出資、化粧品製造販売会社である株式会社ビービーラボラトリーズ（当社議決権

比率 100％、連結）の買収を行いました。 

当社グループでは引き続き医療の仕組みや国民の健康意識の変革等に対応した事業の推進に注力する

方針であり、上記の新規事業の強化・拡大のみならず、当社事業とシナジー効果のある適切な事業分野に

対して、今後とも新たに進出する可能性があります。さらには、今後、事業の多角化の一環として、他社

との共同または自社開発の製商品を上市していくことも視野に入れております。このようなビジネスモデ

ルの拡張にあたり、当社グループでは、本年 1月 4日をもって、事業機能を分社し、完全子会社として株

式会社総合医科学研究所を新設して、これまでの事業持株会社体制から純粋持株会社体制に移行いたしま

した。この体制の変更により、積極的なグループ事業展開や、グループ全体の経営効率の向上、コーポレ

ート・ガバナンスの強化等により企業価値の増大を図るとともに、新設の株式会社総合医科学研究所も他

のグループ会社と並列の位置づけとすることによって、その事業における中立性・客観性が担保できるも

のと考えております。 
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当社グループは、企業としての成長過程にあることに鑑み、安定的かつ継続的な成長を確保するための

事業基盤を強化しつつ、事業規模の拡大を通じて企業価値を高めることを経営上の目標としております。

この成長タイミングを活かし、中期的に安定した事業基盤を構築するためにも、自己資本の充実による財

務体質の強化および投資資金の確保が不可欠であると考えております。それらを踏まえ、このたび、野村

證券株式会社を割当先として第１回無担保転換社債型新株予約権付社債および第６回乃至第 10 回新株予

約権を発行することを決議いたしました。 

 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債により調達する資金は、これまで子会社の設立等を通じてビ

ジネスモデルの拡張を推進してまいりましたが、今後、各事業相互のシナジー効果を発揮しつつグループ

の業績の極大化に向けた事業推進に注力するべく、新規のバイオマーカー、食薬および化粧品等にかかる

研究開発、ならびにトクホ等の市販後調査等を行うマーケティング事業を拡大させるためのインフラの構

築などの事業基盤の拡充に向けた投資等に充当する方針であります。 

また、第６回乃至第 10 回新株予約権については、今後とも当社グループの事業とシナジー効果のある

新規事業への進出を視野に入れていることもあり、グループにおける事業の一層の多角化や強化を行うた

めの子会社設立およびＭ＆Ａ等に要する資金を機動的に調達することを主たる目的としています。 

 

＜新株予約権付社債および新株予約権を選択した理由＞ 

当社は今回の資金調達に際し、多様な資金調達手段を検討した結果、①無利息による発行であり資金調

達コストを抑えることができること、②現存する資金需要と今後発生してくる事業機会投資への両方の資

金調達を実現しつつ、タイミングを捉えた自己資本の増強を図ることが期待できること、③割当先証券会

社の持つ顧客基盤を最大限活用することで、即時の大規模な希薄化による市場への過度の売り圧力を回避

しながら株価への影響に配慮しつつ新株予約権の行使が円滑に行われ、当社の財務基盤の強化を図ること

ができること、④株価の急落等が発生した場合には繰上償還や取得等が可能であるため、過度の希薄化を

回避することができること等の理由から、上記の資金調達方法の組み合わせが、既存株主への影響に配慮

すると同時に資本政策の機動性・柔軟性を確保することを可能とするものであると考えております。 
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記 

 

Ⅰ．第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 

1. 社 債 の 名 称 株式会社総医研ホールディングス第 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． 社 債 の 総 額 金 20 億円 

3． 各 社 債 の 金 額 金 5,000 万円の 1種 

4． 各 社 債 の 払 込 金 額 金 5,000 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. 申込期間 

 平成 19 年 1月 30 日から平成 19 年 1月 31 日まで 

11． 社債の払込期日 

 平成 19 年 1月 31 日 

12． 新株予約権の割当日 

 平成 19 年 1月 31 日 

13. 募集の方法 

 第三者割当の方法により、全額を野村證券株式会社に割り当てる。 

14． 償還の方法および期限 

（1） 本社債は、平成 21 年 1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 20 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
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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 100 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 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。 

15． 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。 

16． 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およ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 19 年 2 月 1 日から平成 21 年 1 月 29 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 14 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 14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 14 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

19 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 21 年 1 月 29 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 156,000 円とする。 

（6） 転換価額の修正 

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第 3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（終値のない場合は、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。）の株式会社東京証券取引所

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（100 円未満を

切り捨てる。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)
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号または第(10)号で定め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 78,000 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 234,000 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 株あたりの払込金額 

  既発行普通株式数＋                     

  時    価 

調整後転換価額＝調整前転換価額×                               

 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。）に割当てを

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。）（ただし、本新株予約権付社債と同時

に発行される第 6回乃至第 10 回新株予約権の発行を除く。） 

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
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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（ただし、本新株予約権付社債と同時に発行される第 6 回乃至第

10 回新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。） 

(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、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。 
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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、100 円未満を切り捨てる。 

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 取引日目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取引所

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、100 円未満を切り捨てる。 

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、および当該転換

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加えたものとする。 

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（ただし、本新株予約権付社債と同時に発行される第 6 回乃至第

10 回新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。）。 

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） 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とする。 

（14） 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 21 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
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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 本新株予約権付社債券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。「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。 

（18） 当社が単元株式数の定めを導入する場合等、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。 

17. 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的価値とを勘案して、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 19 年 1 月 15 日の株

式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とした。 

18． 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。 

19． 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 14 項の規定に違背したとき。 

（2） 当社が、第 16 項第(6)号乃至第(11)号または第 18 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
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令を受けたとき。 

20． 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

野村信託銀行株式会社 本店 

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 大阪証券代行部 

22． 財務代理人 

野村信託銀行株式会社 

23. 上場申請の有無  なし 

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。 
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Ⅱ．第 6回乃至第 10 回新株予約権 

 

（Ⅰ）第 6回乃至第 10 回新株予約権の名称 

株式会社総医研ホールディングス第 6回乃至第 10 回新株予約権（以下、それぞれを「本新株予

約権」という。） 

 

（Ⅱ）第 6回乃至第 10 回新株予約権に共通する事項 

1. 新株予約権の総数 10 個 

2. 新 株 予 約 権

の目的である株式

の 種 類 お よ 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、本新株予約権 1 個

の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」とい

う。）は、40,000,000 円（以下「出資金額」という。）を行使価額（第 3項第(2)

号に定義する。）で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請

求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株

予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を行使価額

で除して得られる最大整数とする（1 株未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総

数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して

得られる最大整数となる。ただし、第 4 項または第 5 項に従い、行使価額が修

正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。

3. 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 1個の行使に際して出資される財産の価額は、第 2項に定める

出資金額とする。なお、修正開始日（第 4項第(1)号に定義する。）後の包括

行使請求（第 13 項第(3)号に定義する。）または個別行使請求（第 13 項第(4)

号に定義する。）に基づく本新株予約権の行使に際して新株予約権 1個につ

き出資される財産の価額もこれと同額とする。 

(2)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり

用いられる当社普通株式 1株あたりの価額（以下「行使価額」という。）は、

当初 312,000 円とする。ただし、第 4 項または第 5 項に従い、修正または

調整される。 

4. 行使価額の修正 (1)当社は、平成 19 年 5 月 1 日以降、平成 22 年 1 月 29 日までの間、当社取締

役会が資金調達のために必要と認めた場合には、修正開始日（行使価額修正

の決定を行った日（以下「行使価額修正決議日」という。）の 6銀行営業日

後の日をいい、以下「修正開始日」という。）以降、本要項に従って本新株

予約権の行使価額が修正される旨を決定（以下「行使価額修正の決定」とい

う。）することができ、この決定を行った場合には、当社は、行使価額修正

の決定が行われたことおよび修正開始日を、行使価額修正決議日に、新株予

約権原簿に記載された各新株予約権者に通知するものとする。 

(2)行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日（当日を含

む。）から修正開始日の翌月の第 3金曜日まで（当日を含む。）の期間におい

ては、行使価額修正決議日の前銀行営業日まで（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、行使

価額修正決議日の前銀行営業日が取引日でない場合には、行使価額修正決議

日の前銀行営業日の直前の取引日までの 3連続取引日とする。以下「修正開

始日行使価額算定期間」という。）の株式会社東京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（100 円未

満を切り捨てる。）に、②修正開始日の翌月の第 3金曜日の翌日以後におい

ては、毎月第 3金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日まで

（当日を含む。）の 3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、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「修正後行使価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所にお

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
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（100 円未満を切り捨てる。）に、それぞれ修正される（修正後の行使価額

を以下「修正後行使価額」という。）。なお、修正開始日行使価額算定期間ま

たは修正後行使価額算定期間内に、第 5項第(2)号または第(4)号で定める行

使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本要項に従い当社

が適当と判断する値に調整される。 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 78,000 円（ただし、第 5項

第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）

を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額

が 468,000 円（ただし、第 5 項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。

以下「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正後行使価額は上限

行使価額とする。 

(3)本項第(1)号および第(2)号により行使価額の修正を行うときは、当社は、あ

らかじめ書面によりその旨、修正前の行使価額、修正後行使価額およびその

適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者

に通知する。 

5. 行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)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「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整す

る。 

  交付普通株式数×1株あたりの払込金額 

 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 

  「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。）に割当て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、調整後の行使価額

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、当該行使価額の調整前に、

本項第(2)号乃至第(4)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、行使価額調整

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

式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびそ

の調整後の行使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(3)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、交換または行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、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 

調整後の行使価額は、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
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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(3)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（無償割当ての場合を含む。）、または本項第(3)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。）（ただし、本新株予約権と

同時に発行される本新株予約権以外の新株予約権および第 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）の発行を除く。） 

調整後の行使価額は、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行使価額調

整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）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、調整後の行使価額は、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行使価額

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(3)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 

調整後の行使価額は、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

号③または⑤による行使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(3)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

後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式

数」とみなして、行使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

(2)号乃至第(4)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(3)号②に定める時価を下回る価

額になる場合（ただし、本新株予約権と同時に発行される本新株予約権

以外の新株予約権の行使価額の修正および第 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）の転

換価額の修正の場合を除く。） 
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(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修

正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、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、本号③または上記(ⅰ)による行使

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(3)

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、調整後の行使価額は、

当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、

行使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、調整後の行使価額は、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、行使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本号①乃至③の各取引において、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

日以降の株主総会また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①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、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

いては第 17 項第(2)号の規定を準用する。 

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使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 行 使 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、現金による

調整は行わない。 

(3)①行使価額調整式の計算については、100 円未満を切り捨てる。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（た

だし、本項第(2)号⑦の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30

取引日の株式会社東京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、100 円未満を切り捨てる。 

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使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、当該行使価額の調整以前に、本項第(2)
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号乃至第(4)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、および当該行使価額

の調整において本項第(2)号乃至第(4)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加えたものとす

る。 

④本項第(2)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行使価額は、本項第(2)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。 

(4)本項第(2)号で定める行使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、必要な行使価額の調整を行う。 

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

取得のために行使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

より行使価額の調整を必要とするとき（ただし、本新株予約権と同時に

発行される本新株予約権以外の新株予約権の行使価額の調整および第 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）の転換価額の調整の場合を除く。）。 

③行使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

づく調整後の行使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。 

(5)本項第(1)号乃至第(4)号により行使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ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の

行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載さ

れた各新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)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

速やかにこれを行う。 

6. 新 株 予 約 権 の

行 使 可 能 期 間

(1)平成 19 年 2 月 1 日から平成 23 年 1 月 31 日までの期間（以下、当該期間の

最終日を「権利行使最終期日」という。）とする。ただし、平成 23 年 1 月

31 日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を権利行使最終期日と

する。 

(2)前号に拘わらず、包括行使請求は、権利行使最終期日を行使する日として行

うものとし、行使価額修正決議日から修正開始日までの期間（以下「包括

行使請求書提出期間」という。）において、包括行使にかかる行使請求書

を提出するものとする。個別行使請求を行う期間は、修正開始日から権利

行使最終期日の前銀行営業日までの期間（以下「個別行使可能期間」とい

う。）とする。 

7. 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とする。 

8. 新 株 予 約 権 の

取 得 条 項

(1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後 2か月

を超えない日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得

日において、残存する本新株予約権の全部または一部を取得する。当社が本

新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株予約権を決

定するものとする。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本

新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権 1個あたり 412,000 円を
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交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(2)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会（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、当該組織再編行

為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本

新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり412,000円を交

付して、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。 

(3)当社は、当社が本新株予約権の発行後平成22年1月29日まで（当日を含む。）

の間に行使価額修正の決定を行わない場合、平成 22年 1 月 29 日の翌銀行営

業日に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新

株予約権者に対して本新株予約権 1個あたり 302,000 円を交付して、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。 

(4)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。）の株式会社東京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、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新

株予約権者に対して本新株予約権 1個あたり 412,000 円を交付して、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。 

(5)本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社

は、当社取締役会で定める取得日の 2週間前までに、当該取得日を、新株予

約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一部を

取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株予約権者）に

通知する。 

(6)本項第(1)号、第(2)号または第(4)号により本新株予約権を取得する場合に

おいて、包括行使請求に基づく出資金額が払い込まれていたときは、当社

は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞なく、取得される本新株

予約権の個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の

返還として支払うものとする。 

9. 各 新 株 予 約 権

の 払 込 金 額

本新株予約権 1個あたり 412,000 円 

10. 新 株 予 約 権

の 払 込 総 額

4,120,000 円とする。 

11. 新 株 予 約 権 の

割 当 日

平成 19 年 1月 31 日 

 

12. 新 株 予 約 権 の

払 込 期 日

平成 19 年 1月 31 日 

 

13. 新 株 予 約 権

行使請求および

払 込 の 方 法

(1)行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うときは、新株

予約権者は、平成 22 年 1月 29 日まで（当日を含む。）に、本項第(5)号お

よび第(6)号に定める行使請求手続を完了するものとする。 

(2)行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が適用される

前の行使価額（以下「修正前行使価額」という。）に基づき行使請求を行う

ときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行営業日まで（当日を含む。）

に本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を完了するものとする。

(3)また、行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に基づ

き行使請求を行うときは、新株予約権者は、包括行使請求書提出期間内に行

使請求書を提出することにより、各本新株予約権につき、第 14 項第(2)号①

に定める条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出資金額を本
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新株予約権 1個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、権利行使

最終期日において有効な交付株式数を本新株予約権 1 個あたりの交付株式

数として株式の交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」

という。）の手続きを、本項第(5)号に従い、権利行使最終期日を行使日と

して行い、かつ出資金総額の払込を行うものとする。 

(4)前号に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、新株予約権

者は、当該本新株予約権に係る包括行使請求の行使日を待たずに、個別行使

可能期間内において、いつでも、個別行使請求（以下に定義する。）を行う

ことができる。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新株予約権について、

出資金額を本新株予約権 1 個あたりの行使に際して出資される財産の価額

とし、各個別行使請求の時点において有効な交付株式数を本新株予約権 1

個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求

とし、個別行使請求の効力は、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求

手続が完了したときに生じるものとする。この場合、効力を生じた個別行使

請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、第 14 項第(2)号①に定

める包括行使請求に付された条件の不成就の確定により効力が発生しない

こととなる。 

(5)本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正前行使価額

に基づく行使請求（行使価額修正の決定が行われない場合の行使請求を含

む。）、包括行使請求および個別行使請求の各場合に応じて、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 15 項に定める行使請求受付場所に提出するものと

する。 

(6)前号の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて第 16 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。）に払い込

むものとする。 

(7)各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしくは全部の

効力が発生しない場合を除き、本項に従い行使請求を行った者は、その後

これを撤回することはできない。 

14. 新 株 予 約 権 の

行 使 の 条 件

(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)①包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利行使最終

期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、本項第(4)号①に

定めるいずれの事由も発生せず、第 8項第(1)号、第(2)号または第(4)号

に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅していない場

合に効力を生じる旨の条件を付すものとする。 

②包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者の任意

の選択によるものとし、新株予約権者は、包括行使請求を行う場合、出

資金額に包括行使請求に基づき権利行使を希望する本新株予約権の個数

を乗じた金額を、包括行使請求書提出期間内に、現金にて第 16 項に定め

る払込取扱場所の指定口座に払い込むものとする。 

③権利行使最終期日の前銀行営業日に本号①に定める包括行使請求に付さ

れた条件が成就した場合には、包括行使請求がなされた際に払い込まれ

た金銭は、権利行使最終期日において、当該包括行使請求の対象となる

本新株予約権の出資金額に係る払込金として確定する。 

④包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる行使請

求書を提出しなかった場合には、新株予約権者は、当該包括行使にかか

る行使請求書を提出しなかった本新株予約権につき、以後包括行使請求

その他の一切の行使請求を行うことができないものとする。 

(3)①第 17 項第(1)号に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、当該個別行

使請求に対応する個数の本新株予約権に係る包括行使請求は効力が発生
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しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該効力が発生しない

ことが確定した包括行使請求に係る本新株予約権の個数に出資金額を乗

じた金額を速やかに返還するものとする。 

②新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使最終期

日の前銀行営業日に至るまで、包括行使請求に係る行使請求書が提出さ

れた本新株予約権の総数から当該個別行使請求が行われた本新株予約権

の個数を控除した残数の本新株予約権に限り、引き続き、個別行使請求

を行うことができ、その後もまた同様とする。 

(4)①以下の(i)乃至(ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者は、

残存する本新株予約権全部につき、以後その行使請求を行うことができな

いものとする。なお、以下の(i)乃至(ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合

には、当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知

する。 

(ⅰ)当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民

事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれら

に準じる法的清算・再建手続の申立がなされた場合もしくは裁判所

もしくは監督官庁によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合

(ⅱ)当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

(ⅲ)当社の重要な財産が差し押さえられた場合 

②本号①のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に基づく

出資金額が払い込まれていたときは、包括行使請求は、当該事由発生時

において残存する本新株予約権につき効力が発生しないことが確定し、

当社は新株予約権者に対し、当該事由発生後遅滞なく、残存する本新株

予約権の個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額

の返還として支払うものとする。 

15. 新 株 予 約 権 の

行使請求受付場所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

 

16. 新 株 予 約 権 の

行 使 に 関 す る

払 込 取 扱 場 所

野村信託銀行株式会社 エージェント・サービス部 

17. 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請求の効力は、第 13 項第(5)号の行使請求書が行使請求

受付場所に到達し、かつ第 13 項第(6)号の出資金総額が指定口座に入金され

た場合において、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（当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日または本新株予約

権の行使に際して出資される出資金の指定口座への入金が行われた日のい

ずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降である場合を除く。）

に発生する。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、第 13 項第(5)

号の行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ第 13 項第(6)号の出資金

総額が指定口座に入金されることに加え、権利行使最終期日の前銀行営業日

までに、個別行使請求がなされず、第 14 項第(4)号①に定めるいずれの事由

も発生せず、第 8項第(1)号、第(2)号または第(4)号に定めるいずれの取得

も行われず、かつ本新株予約権が消滅していない場合に権利行使最終期日に

おいて生じるものとする。 

(2)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。 

18. 単元株式数の定め

の導入等に伴う

取 扱 い

当社が単元株式数の定めを導入する場合等、本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。 

19. 譲渡による新株予

約権の取得の制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による当社の

承認を要するものとする。 
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20. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全てを野村證券株式会社に割り当てる。 

21. 申 込 期 間 平成 19 年 1月 30 日から平成 19 年 1月 31 日まで 

22. 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。 

23. 新株予約権の払込金額、出資金額および行使価額の算定理由 

 当社は、本新株予約権の払込金額の算出過程においては、①対象となる株式の売買出来高の実績、

発行済株式数および本新株予約権の発行により新たに発行され得る株式数を勘案する限り、売買 

出来高が小さく株式の流動性が低いと評価できることに加え、本新株予約権は、払込期日の翌日以降、

当社の裁量で取得し、消却できることから、本新株予約権者はこれを前提とした投資行動を採用せざ

るを得ないこと、②第 4項記載のとおり行使価額の修正が行われ得ること、③但し、行使価額修正の

決定は当社の裁量に委ねられており本新株予約権者の把握するところではないこと、④本新株予約権

者による個別行使請求は包括行使請求を前提とし、また、包括行使請求の際は第 13 項第(3)号記載の

金額の払込が要求されているが、包括行使請求が効力を生じるのは権利行使最終期日であること等の

事情があるため、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基

礎としつつも、当社の資本調達目的実現の達成可能性と本新株予約権者の当社に対する投資リスクを

勘案して、本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、当社株主にとって有利な

払込金額であると判断した、412,000 円を本新株予約権 1個あたり払込金額とした。また、本新株予

約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額(出資金額)は、40,000,000 円とし、当初の行使価額

は平成19年 1月 15日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を100％上

回る額とした。 
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（ご参考） 

１．資金使途 

(1) 調達資金の使途 

第１回新株予約権付社債発行による手取概算額1,990,000,000円は、新規のバイオマーカー、食薬

および化粧品等にかかる研究開発、ならびに特定保健用食品等の市販後調査等を行うマーケティング

事業を拡大させるためのインフラの構築等の事業基盤の拡充に向けた投資等を行うべく、これらの事

業活動を行う子会社である株式会社総合医科学研究所、株式会社ビービーラボラトリーズまたは株式

会社エビデンスラボに対する出資または融資等に充当する予定であります。 

また、第６回乃至第10回新株予約権の発行による手取概算額1,995,600,000円については、主とし

てグループにおける事業の一層の多角化や強化を行うための子会社設立およびＭ＆Ａ等に要する機

動的な調達資金等に充当する方針であります。 

 

(2) 前回調達資金の充当状況 

平成15年12月17日払込の公募増資による調達額2,398百万円の充当状況は、平成18年9月末現在次の

とおりであります。 

   ・研究開発費（被験者登録バンク拡充費用を含む）  ：    801百万円 

   ・子会社設立・買収にかかる投融資         ：  1,359百万円 

未充当額238百万円については、今後、バイオマーカーにかかる基礎的な研究等に投資する予定で

あります。 

 

(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、当社グループは、企業としての成長過程にあることに鑑み、安定的かつ継続的な成長を確保

するための事業基盤を強化しつつ、事業規模の拡大を通じて企業価値を高めることを経営上の目標と

しております。これまで子会社の設立等を通じてビジネスモデルの拡張を推進してまいりましたが、

今後、各事業相互のシナジー効果を発揮しつつグループの業績の極大化に向けた事業推進に注力して

まいる方針であります。本社債発行により、バイオマーカーのみならず機能性食品や化粧品の開発や、

医療機関や消費者と緊密な関係を持ったマーケティングインフラの整備および運営の積極展開が促

進され、当社グループの中長期的な業容拡大、収益向上に寄与するものと考えております。また、本

新株予約権発行により、既存事業とシナジー効果のある新規事業への進出にあたり、資金需要に機動

的な対応をとることが可能となるものと考えております。 

 

２．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社の行うバイオマーカー・生体評価システムの開発は、高度な研究開発活動を必要とします。こ

のような研究開発活動を積極的に推進することが当社の企業価値の向上に通じ、株主の利益にも資す

るものであることから、当面は研究開発活動のための資金の留保を充実させていく方針であります。

ただし、当社は株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置付けており、業績動向や今

後の研究開発活動に備えるための内部留保充実の必要性等を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を通

じて、積極的に株主への利益還元を図る方針であります。 

 

(2) 配当決定にあたっての考え方 

上記基本方針に基づき、事業環境および業績等を総合的に勘案して決定することとしております。 

 

(3) 内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、新規のバイオマーカー・生体評価システムの開発等の研究開発活動

に投資していく方針であります。 
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 (4) 過去３決算期間の配当状況等 

  平成 16 年 6月期 平成 17 年 6月期 平成 18 年 6月期 

１株当たり当期純利益 7,857.93 円 4,938.85 円 2,250.72 円 

１株当たり年間配当金 700 円 400 円 200 円 

実績配当性向 8.9% 8.1% 8.9% 

自己資本当期純利益率 25.15% 17.07% 14.02% 

純資産配当率 2.24% 1.38% 1.25% 

   (注) １．１株当たり当期純利益は単体ベースの数値であります。なお、当社は平成 19 年１月４

日をもって純粋持株会社となっております。 

      ２．自己資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を純資産(期首の純資産合計と期末の

純資産合計の平均)で除した数値であります。 

      ３．純資産配当率は、年間配当総額を純資産(期首の純資産合計と期末の純資産合計の平均)

で除した数値であります。 

      ４．当社は平成 16 年８月 20 日付で１株につき２株、平成 17 年８月 19 日付で１株につき２

株の株式分割を実施しております。 

 

３．その他 

 (1) 潜在株式による希薄化情報等 

   今回のファイナンスを実施することにより、直近の発行済株式総数（平成 18 年 12 月 31 日現在）

に対する潜在株式数の比率は、8.10％となる見込みであります。 

   (注) 潜在株式数の比率は、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権および第６回乃

至第10回新株予約権の全てが当初の転換価額ならびに行使価額で権利行使された場合に新たに発行され

る株式数を直近の発行済株式数で除した数値であります。なお、今回発行の新株予約権付社債に付され

た新株予約権および新株予約権の全てが上限転換価額ならびに上限行使価額で権利行使された場合の潜

在株式数の比率は 5.40％であり、全て下限転換価額ならびに下限行使価額で権利行使された場合の潜在

株式数の比率は 21.59％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 

   該当事項はありません。 

 
(3) 過去３決算期間および直前の株価等の推移 

  平成 16 年 6月期 平成 17 年 6月期 平成 18 年 6月期 平成 19 年 6月期

始 値 1,360,000 円 1,180,000 円 406,000 円 231,000 円

2,720,000 円 1,190,000 円
高 値 

□1,260,000 円 □434,000 円
471,000 円 259,000 円

1,030,000 円 402,000 円
安 値 

□1,090,000 円 □391,000 円
175,000 円 103,000 円

終 値 1,160,000 円 409,000 円 221,000 円 156,000 円

株価収益率 147.62 82.81 98.19  ―

(注) １．平成 15 年 12 月 18 日付をもって株式会社東京証券取引所に上場しましたので、それ以

前の株価については該当事項はありません。 

   ２. □印は株式分割による権利落後の株価を示しております。 

   ３．平成 19 年６月期の株価については、平成 19 年 1月 15 日現在で表示しております。 

   ４. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の１株当たり当期純利益で除した数

値であります。 

   ５．当社は平成 16 年８月 20 日付で１株につき２株、平成 17 年８月 19 日付で１株につき２

株の株式分割を実施しております。 
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４．割当予定先の概要等 

(1) 割当予定先の概要 

割当予定先の氏名または名称 野村證券株式会社 

割当新株予約権付社債(額面) 2,000,000,000 円 

割当新株予約権数 第６回乃至第10回新株予約権につき各10個（合計50個）

払込金額(新株予約権付社債) 2,000,000,000 円 

払込金額(新株予約権) 20,600,000 円 

住所 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

代表者の氏名 執行役社長 古賀 信行 

資本の額 10,000,000,000 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 野村ホールディングス株式会社 100％ 

割当予定先が保有している当社の株式の数：55 株 
出資関係 

当社が保有している割当予定先の株式の数：0株 

取引関係等 該当事項なし 
当社との関係 

人的関係等 該当事項なし 

   (注)「出資関係」については、平成 18 年 10 月 16 日現在のものであります。 

 

(2) その他 

本新株予約権は要項上、譲渡による取得について当社取締役会の承認を要するものとされており、

本新株予約権付社債には、割当予定先である野村證券株式会社との間で、譲渡制限を付すことを合意

する予定であります。 

また、野村證券株式会社は、本新株予約権付社債に付された新株予約権および本新株予約権の権利

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

外の本買取案件に関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 

 


