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2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 
当社は、平成 19年 3月 8日開催の取締役会において、2012年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債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。 
当社グループは、デザイナーズマンションの企画開発から、オフィス系ビルや商業系ビルに

おけるリノベーション及び開発等、より多様な不動産の取扱いを拡大してまいりました。また、

アセットマネジメント、プロパティマネジメント、リーシング等の周辺事業を充実させ、新会

社の設立、各種のアライアンスなど、様々な挑戦を続けております。当社グループは、今後も

大型の流動化案件への取組みや、周辺事業の更なる成長により、企業価値向上を実現させる所

存であり、長期安定資金の確保を図るという観点から、今般資金調達を実施することを決定致

しました。 

資金調達手段の選択にあたり、当社は、中長期的な金利上昇が予想されるなか、既存株主に

配慮し、負債性の高い長期資金を、出来るだけ低コストで調達できる手法を検討してまいりま

した。本新株予約権付社債は、ゼロクーポンで発行され、開発用の土地や販売用不動産の仕入

れを最も低いコストの資金調達で支えられる為、当社として最良の選択と判断いたしました。 
 

記 
 
1．名称 

2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（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．本社債の払込金額 
  本社債額面金額の 100％（各本社債額面金額 5,000,000円） 
3．本新株予約権付社債の払込金額の総額 

金 20億円、下記第 7項第（1）号記載の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行さ
れる本新株予約権付社債に係る本社債の額面総額、及び本新株予約権付社債券の紛失、盗
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難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替本新株予約権付

社債券に係る本社債の額面金額合計額、の合計額。 
4．本社債の利率 

本社債には利息は付さない。 
5．払込期日、発行日及び本新株予約権の割当日 

2007年 3月 27日（ロンドン時間） 
6．社債券の形式 
 発行する新株予約権付社債券の数は下記第 8 項第(２)号記載の 本社債に付された本新株

予約権の数とし、各本新株予約権付社債につき 1 枚の本新株予約権付社債券を発行する。
なお、最終券面を発行するまで、本新株予約権つき社債の総額を表象する大券 1枚を発行
する。また、代替新株予約権付社債券（本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場

合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。）を発行することが

ある。 
7．募集に関する事項 
（１）募集の方法 
 幹事引受会社の総額買取引受による欧州を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国

を除く。）における募集。但し、買い付けの申込みは、条件決定日の翌日午前 8時（日
本時間）迄に行われるものとする。なお、本項第（２）号の幹事引受会社には、2007
年 3月 9日（日本時間）までに当社に通知することにより、本社債額面総額 5億円を上
限として追加的に本新株予約権付社債を買取る権利を付与する。 

（２）幹事引受会社の名称 
   KBC Financial Products UK Limited 
（３）本新株予約権付社債の発行価格（募集価格） 
 本社債額面金額の 103％ 
8．本新株予約権に関する事項 
（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、その行使により当社が当社

普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保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（４）号に定める転換価額で除した数とする。但し、行使によ

り生じる１株未満の端数は金銭により精算する。 
（２）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、400個、上記第 7項第（１）号記載
の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本
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社債の額面総額を 5,000,000円で除した数、及び本新株予約権付社債券の紛失、盗難又
は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替本新株予約権付社

債券に係る本社債の額面金額合計額を 5,000,000円で除した個数、の合計数の本新株予
約権を発行する。 

（３）本新株予約権と引換えにする金銭の払込 
本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものと

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及びその価額又はその算定方法 

① 各本新株予約権の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
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、各本社債の払込価額と同
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交付する場合における株式１株あた
りの出資される財産の価額（以下「転換価額」という。）は、当初、当社の代表取締

役社長が、当社取締役会の授権に基づき、本新株予約権付社債に係る条件決定の日

（2007年 3月 8日から 2007年 3月 9日まで（いずれも日本時間）の間のいずれかの
日とする。）の株式会社名古屋証券取引所(以下「本取引所」という。)における当社
普通株式の終値以上の価額で、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決

定する。当社は、代表取締役社長又はその代理人に対し、かかる決定をなす権限を付

与する。 
③ 転換価額の調整 

 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込
金額で当社普通株式を発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、

次に定める算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。 
 

      
    既発行 

発 行 又は

処分株式数
× １株あたりの払込

金額 

調 整 後 調 整 前 株式数 ＋ 時 価 
転換価額 

＝ 
転換価額

×
既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数

 
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額

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る

ものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整さ

れる。 
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④ 転換価額の修正 
2008年 3月 28日及び 2009年 3月 27日（いずれも日本時間、以下それぞれ「第 1
決定日」及び「第 2 決定日」という。）まで（当日を含む。）の各 5 連続取引日の、
本取引所における当社普通株式終値の平均値の 1円未満を切り上げた金額が、当該決
定日現在の転換価額を 1円以上下回る場合には、転換価額は、第 1決定日にかかる修
正については 2008 年 3 月 31 日、第 2 決定日にかかる修正については 2009 年 3 月
30 日（いずれもルクセンブルグ時間、当日を含む。）以降、上記により算出された
金額（但し、いずれの場合も算出の結果として、第 1決定日現在の転換価額（上記（４）
③の調整に服する。以下同様とする。）の 80%未満に減額されることはなく、この場
合転換価額は第1決定日現在の転換価額の80%にあたる金額で1円未満を切り上げた
金額とする。）に修正される。また、当該時点の日本法において減額修正された転換

価額による本新株予約権の行使が認められない場合には、転換価額の減額修正は行わ

ないものとする。 
（５）本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないこととする理由 

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、本新株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が

繰上償還されると本新株予約権の行使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅す

る等、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また本新株予約権

の価値と、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により得られる価値とを勘案

して、本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないこととした。 
（６）本新株予約権を行使することができる期間 

2007年４月 3日から 2012年 3月 16日（いずれもルクセンブルグ時間）まで。 
（７）その他の本新株予約権行使の条件 

① 各本新株予約権の一部行使はできない。 
②第 9項（１）ないし（４）号に従って本社債が償還される場合、本新株予約権付社債
の社債権者は当該償還日以降、本新株予約権を行使できない。 

（８）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、
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上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた

額とする。 
9．本社債に関する事項 
（１）本社債の満期償還 

2012年 3月 27日（日本時間）に本社債額面金額の 100%で償還する。 
（２）本社債の繰上償還 

① 当社の選択による繰上償還 
 本取引所における当社普通株式の終値が連続する 30 取引日において当該各取引日に
適用のある転換価額の 130%以上であった場合、当社は当該 30 連続取引日の末日か
ら 30日以内に、社債権者に対して 30日以上 60日以内の事前の償還通知をしたうえ
で、2008年 3月 27日（日本時間）以降、残存する本社債の全部（一部は不可）を、
その額面金額の 100%で繰上償還することができる。 

② 本新株予約権付社債の社債権者の選択による繰上償還 
 本社債の社債権者は、その選択により、その保有する本社債を 2010年 3月 29日（日
本時間）に本社債の額面金額の 100%で繰上償還することを当社に対し請求する権利
を有する。かかる請求権を行使するために、本新株予約権付社債の社債権者は、上記

償還期日に先立つ 30日以上 60日以内の期間中に、所定の様式の償還通知書に当該本
新株予約権付社債券を添付して財務代理人に預託することを要する。 

（３）買入消却 
当社又は当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付

社債を買入れ、当社の選択により、これを保有し、転売し、又は消却することができる。 
（４）債務不履行等による強制償還 

本社債に関する支払遅滞その他一定の債務不履行事由が生じた場合、本社債の社債権者

は、当社に対して、本社債の期限の利益喪失の通知を書面により行うことができる。ま

た、一定の場合には、かかる通知なしに期限の利益が失われる。かかる場合、当社は、

本社債につき期限の利益を失い、その額面金額で直ちに本社債を償還しなければならな

い。 
（５）本社債の担保または保証 

本社債は、担保または保証を付さないで発行される。 
（６）財務上の特約 

本社債が残存している限り、当社もその主要子会社も、外債の所持人の利益のために、

当社の現在及び将来の財産又は資産の全部又は一部につき、(i)かかる外債について支払

うべき金額の支払、又は(ii)かかる外債にかかわる保証、又は補償もしくは類似の債務の

保証を担保するために、質権、抵当権、担保又はその他の保証利益を設定することはな
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い。但し、かかる外債、保証、補償又はその他の類似の債務又はその他の担保に付され、

存続するのと同等の担保が本社債にも等しく与えられる場合はこの限りでない。上記の

「外債」とはその発行者が何人たるとを問わず、bonds、debentures、notes 又はその他

の類似の証券で、（表示の満期が証券の創設から 1年超の）(a)支払条件上、円以外の通

貨によって支払われるか、若しくは支払の受領の権限を与えることになっているか、又

は円建ではあるがその元本金額の 50 パーセント超が、当社によるか又は当社の承認の

下に又はその発行体によって、当初日本国外で販売され、かつ(b)当面、日本国外の証券

取引所又は店頭又はその他の証券市場で気配が立ち、上場され、又は日常的に取引され

又は売買され、又はこうした意図のあるものをいう。 
10.上場 
  なし。 
11.安定操作に関する事項 
  該当事項なし。 
 
 
（ご参考） 
1． 資金の使途 

(1) 手取金の使途 
当社は、今期初めに経営理念を「都市と人の創造開発を通じて、全てのステークホル

ダーが感動共鳴できる総合不動産企業を目指す」に刷新いたしました。 

当社は前期より不動産ファンドの組成等、本格的に流動化業務を開始し、既存のデザイ

ナーズマンションの企画開発という領域から、オフィス系ビルや商業系ビル等に事業領

域を拡大し、デザイン性と収益性の両立にこだわったリノベーション及び開発を行って

まいりました。今期も港区や渋谷区、新宿区等の都心エリアにおいて、物件の取得を積

極的に進めており、大型の開発案件への取り組みや、流動化業務の更なる拡大に努める

方針であります。手取概算額 19 億 7,500 万円（第 7 項（1）の幹事引受会社の権利が全

部行使された場合は約 24 億 7500 万円）については、有望な流動化及び開発案件を発掘

し、事業機会を的確に捉えていく為の資金として、全額を運転資金（販売用不動産及び

開発用地の購入資金等）に充当する予定であり、今後当社売上及び利益の拡大、企業体

質の強化につながるものと考えております。 

 
(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 

販売用不動産及び開発用地の取得資金への充当により物件仕入の拡充が見込まれます。 
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2． 株主への利益配分等 
(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と捉えており、業績に応じた配当を

継続的に行うことを基本方針としております。 
今期配当につきましては、業績を勘案し、１株当たり 700円の配当（普通配当）及び１
株当たり 300円の配当（記念配当）の実施を予定しております。 

 
(2) 配当決定に当たっての考え方 

各期の経営成績、財政状況及び配当性向等を総合的に勘案して配当を実施していきた

いと考えております。 
 
(3) 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 28,380.28 43,034.30円 15,750.83円
1株当たり年間配当金 -円 -円 -円
実績配当性向 -% -% -%

株主資本当期純利益率 51.1% 32.6% 34.6%
株主資本配当率 -% -% -%

(注) 1 1株当たり当期純利益は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第 2号)お及び
「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 4号）を適用し
ております。 

 2 株主資本当期純利益率は､決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の
部合計の平均）で除した数値であります。  

 3 株主資本配当率は､年間配当金総額を株主資本(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。 

 4 平成 18年 4月 1日付で株式 1株につき 5株の株式分割を行っております。 
 

3． その他 
(1)配分先の指定 

該当事項はありません。 
 

(2)潜在株式による希薄化情報 
払込金額の総額及び転換価額は未定ですので、算出しておりません。 
  

(3)過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 
① 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況（百万円） 

発行日 資本金増減額 資本金残高 資本準備金残高 

平成16年3月13日（注1） 48,000 147,500 48,000
平成16年7月22日（注2） 48,000 195,500 -
平成16年8月31日（注3） 164,400 359,900 -
平成17年6月29日（注4） 259,200 619,100 259,200
平成17年7月27日（注5） 12,000 631,100 271,200
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平成17年12月20日（注6） 340,000 971,100 740,800
平成18年4月1日（注7） - 971,100 740,800
平成18年6月1日から 
平成18年6月30日（注8） 

11,460 982,560 752,260

平成18年7月1日から 
平成19年1月31日（注9） 

9,060 991,620 761,320

（注）1． 有償第三者割当 
 割当先はジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフコ及
びジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフコであります。 

  発行価格   120,000円 
  資本組入額  60,000円 
 

2. 資本準備金の資本組入れによるものであります。 
 

3.  有償第三者割当 
  割当先は、杉本宏之、有限会社スタンダード・インペリアル、有限会社イーストアンドウエスト、

株式会社チャイナクイック・インキュベイト、他 8名であります。 
  発行価格   120,000円 
  資本組入額  120,000円 
 

4.  有償第三者割当 
  割当先は、ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフ

コ、ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフコ、株式会

社チャイナクイック・インキュベイト、株式会社ベルテクノ、株式会社サイバーエージェント、株式

会社ＭＣＪ、エスグラントコーポレーション従業員持株会、明治キャピタル 8号投資事業組合業務執
行組合員明治キャピタル株式会社、他 14名であります。 

  発行価格   300,000円 
  資本組入額  150,000円 

 
5. 新株予約権の権利行使 
 行使者は、杉本宏之であります。 
  行使価格   120,000円 
  資本組入額  60,000円 

 
6. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 
  発行価格   506,000円 
  資本組入額  212,500円 
  払込金総額  809,600千円 

 
7.  株式分割（1：5）によるものであります。 

 
8.  平成 18年 6月 1日から平成 18年 6月 30日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行
使により、発行済株式総数が 955株、資本金が 11,460千円及び資本準備金が 11,460千円増加してお
ります。 

 

9.  平成 18年 7月 1日から平成 19年 1月 31日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行
使により、発行済株式総数が 755株、資本金が 9,060千円及び資本準備金が 9,060千円増加しており
ます。 
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② ストック・オプション関係 
当社は、旧商法第280条及び第280条の21（会社法第240条・第238条）の規定に基づく新
株予約権方式によるストック・オプション制度を導入しております。 
ストック・オプションの付与状況（平成19年１月31日現在） 

 株主総会決議日 
新株式発

行 
予定残数 

行使価額
新株予約権を行使する 
ことができる期間 

第 1回 
新株予約権 

平成 16年 5月 29日 2,700株 24,000円
自 平成 16年 6月 4日 
至 平成 26年 5月 28日

第 2回 
新株予約権 

平成 16年 5月 29日 220株 24,000円
自 平成 18年 6月 4日 
至 平成 26年 5月 28日

第 3回 
新株予約権 

平成 17年 6月 27日 1,500株 60,000円
自 平成 17年 6月 29日
至 平成 27年 6月 28日

第 4回 
新株予約権 

平成 17年 6月 27日 1,190株 60,000円
自 平成 19年 6月 29日
至 平成 27年 6月 28日

 
  ③過去 3決算期間及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 －円 －円
1,300,000円 
□258,000円 

281,000円

高 値 －円 －円
1,780,000円 
□319,000円 

310,000円

安 値 －円 －円
1,210,000円 
□205,000円 

171,000円

終 値 －円 －円
1,290,000円 
□285,000円 249,000円

株価収益率 －倍 －倍 17.39倍 －倍

 （注）1. 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。 

2.  平成19年6月期の株価については、平成19年3月7日現在で表示しております。 

3. 平成17年12月20日をもって名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場いたしましたので、それ以前

の株価については該当事項はありません。 

4. □印は、平成18年4月1日付株式分割による権利落後の株価であります。 

      以 上 
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