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第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の 

発行に関するお知らせ 

 

当社は、2007 年 3 月 13 日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第１回無担保転換社債型

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。 

 

【資金調達の目的等】 

当社グループでは、現在主力事業への注力ならびに業績の黒字安定化を目指しております。このような状況

の中、当社は、以下の目的により第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決定いたしました。な

お、発行時における調達資金は第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込みによる 690 百万円であ

ります。 

 

【第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の特長】 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は、第三者割当ての方法により割り当てられます。また、いわゆ

る MS（Moving Strike）型とは異なり転換価額の修正条項は付されておりませんので、株価の上昇に伴い転換

が促進されるため、株式価値の希薄化を抑えつつ自己資本の増強を図ることができます。 

記 

 

【１】第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要 

 

１．募集社債の名称  ニューディール株式会社第１回無担保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．募集社債総額  金 690,000,000 円 

３．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。 

４．割当ておよび払込期日 2007 年 3 月 28 日。ただし、各本社債の払込金額またはこれに代えて給付され

る金銭以外の財産が同日に当社に払い込まれまたは給付されることを本新株

予約権の割当ての条件とする。 

５．募集の方法  第三者割当の方法により、全額をＪＴＩ投資事業有限責任組合に割り当てる。 

６．新株予約権付社債券の発行および形式 

本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行するものとし、

当該新株予約権付社債券は無記名式とする。本新株予約権付社債の社債権

者は本新株予約権付社債券について、記名式の新株予約権付社債券を請求

することはできない。 
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なお、本新株予約権付社債は本社債と本新株予約権のうちの一方のみを譲

渡することはできない。また、本新株予約権付社債券に利札は付さない。 

７． 本新株予約権の内容 

（１）本社債に付する本新株予約権の数および発行する本新株予約権の総数 

各本社債に付された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。 

（２）本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

払込みを要しない。 

（３）本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。） 

2007 年 3 月 28 日。ただし、各本社債の払込金額またはこれに代えて給付される金銭以外の財産が第４

項に定める払込期日に当社に払い込まれまたは給付されることを割当ての条件とする。 

（４）本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は当社普通株式とし、本新株予約権を行使すること（以下「行

使」という。）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

を処分（以下当社普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は、各行使請求に係る本社債の

払込金額の総額を本項第(８)号②記載の行使価額（ただし、本項第(９)号ないし第(12)号によって調整さ

れた場合は調整後の行使価額）で除して得られる 大整数とする。この場合に１株未満の端数を生じた

ときにはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（５）本新株予約権の行使請求期間 

本新株予約権付社債の社債権者は、2007年3月29日午前９時から2009 年3月26日正午までの間（以

下「行使請求期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使請求すること（以下「行使請求」という。）が

できる。 

（６）その他の本新株予約権の行使の条件 

①当社が第８項第(７)号②ないし④により本社債を繰上償還する場合には、償還日の前銀行営業日の

銀行営業時間終了時以後、または当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利

益の喪失日以降、本新株予約権を行使することはできない。 

②本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（７）当社による本新株予約権の取得事由 

取得事由は定めない。 

（８）本新株予約権の行使に際して出資の目的となる財産およびその価額 

①本新株予約権の行使に際してする出資の目的は、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、当該本社債の未償還元本総額と同額とする。 

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「行使価額」という。）は、平成 19 年 2 月 19 日から平成 19 年 3 月 9 日までの、東

京証券取引所における 15 営業日の当社普通株式の終値の平均 24.60 円の 93.50％の１株あたり 23

円とする。ただし、行使価額は本項第(９)号ないし第(12)号に定めるところに従い調整されることがある 

（９）行使価額の調整 

当社は本新株予約権付社債の発行後、本項第(10)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じる場合または変更を生じ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。）により行使価額を調整する。 

 

交付    ×  １株あたり 

既発行       株式数     の払込金額 

調整後   ＝ 調整前   × 株式数  ＋           時価 

行使価額    行使価額 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
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（10）行使価額調整式により本新株予約権付社債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(11)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

普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。）には、調整後の行使価額は、

払込期日（払込期間を定めた場合には、出資の履行をした日）（無償割当の場合には、効力発生日）

の翌日以降、また株主への割当にかかる基準日（以下「株主割当日」という。）がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。 

②株式分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③本項第(11)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の取得を当社に対して請求できる

証券を発行または処分する場合、または本項第(11)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もしくは新株予約権付社債を発行もしくは処分する場合には、

調整後の行使価額は、発行または処分される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全

てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使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（払込期間を定めた場合には、出資の履行をした日）（無償割

当の場合には、効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当

日がある場合は、その翌日以降これを適用する。 

④本項第(11)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式に交換される取得条項付株式その

他の当社普通株式の交付がなされることと引換えに当社に取得される証券（ただし、本項第(10)号③

に該当するものを除く。）を発行する場合、調整後の行使価額は、発行された証券の全てが、取得事

由発生日時点での条件で当社普通株式に交換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、取得事由発生日の翌日以降これを適用する。 

⑤本項第(10)号①ないし④の各取引において、当社普通株主のための権利の付与のための基準日が

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、本項第(10)号①ないし④にかかわらず、調整後の行使価額は、

当該承認の決議をした日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当

該承認の決議をした日までに行使請求をなしたものに対しては、調整後の行使価額の適用以降にお

いて次の算出方法により、当社普通株式を追加交付する。この場合、株券の交付については、本項第

(16)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。 

 

（11）①行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。 

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（10）号⑤の場

合は当該基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東

京 証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値とする。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、小数第２位を切り上

げる。 
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③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ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た数とする。また、本項第(10)号⑤の場合には、

行使価額調整式で使用する交付株式数は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り

当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、

行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使

価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差

額を差引いた額を使用するものとする。 

（12）本項第(10)号の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、当社を承継会社とする吸収分割、当社を存続会社とする合併、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の発行済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。 

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。 

（13）本項第(９)号ないし第(12)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(10)号⑤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。 

（14）本新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権の行使請求受付事務は、第 14 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。）においてこれを取扱う。 

①本新株予約権を行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書（以下「本新株予約権行

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、請

求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、その新株予約権付社債券を添えて行使請求期間中

に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

②株式会社証券保管振替機構に預託した本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使する場合は、

本新株予約権行使請求書に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、本新株予約権の内容お

よび数ならびにこれを行使する年月日等を記載してこれに記名捺印した上、株式会社証券保管振替

機構を経由して、行使請求期間中に行使請求受付場所に提出することができる。 

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。 

（15）本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が正午までに行使請求受付場所に到着した場合に

は、その到着した日に、正午以降に到着した場合には翌営業日に発生する。 

（16）株券の交付方法 

当社は、本項(15)号に従い行使請求の効力が発生した日から７営業日の正午までに株券を行使請求受

付場所にて交付可能な状態に置く。 

（17）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以上の金額とし、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、本号①記載

の資本金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金を減じた額とする。 
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８．社債に関する事項 

（１）募集社債の総額 

金 690,000,000 円 

（２）各募集社債の額面金額 

金 17,250,000 円の１種 

（３）利率 

本社債は未償還元本に対して年率２％の利息を付す。 

（４）利息の支払いの方法及び期限 

利息は本項第（７）①ないし④に定める償還期限（日割計算により円位未満を切り上げる。）に本社債の

未償還元本額とともに支払う。 

（５）払込金額 

額面 100 円につき 100 円 

（６）償還価額 

額面 100 円につき 100 円 

ただし、繰上償還の場合は本項第(７)号②ないし④に定める価額による。 

（７）償還の方法および期限 

①本社債は、2009 年 3 月 27 日に本社債の未償還元本額の 100％で償還する。 

ただし、繰上償還に関しては、本号第②ないし④に定めるところによる。 

②本新株予約権付社債の社債権者は、その選択により、事前の書面による通知を当社に送付すること

により、2008 年 3 月 27 日午前９時以降、当該償還通知書記載の繰上償還日に、その保有する本社債

の全部または一部をその未償還元本額の 100％の価額に当該繰上償還期日（当日を含まない。）まで

の経過利息を付して償還することを請求することができる。 

③2008 年 3 月 27 日午前９時以降、当社普通株式の時価（株式会社東京証券取引所マザーズ市場にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値をいう。）が行使価額の 150%を超えた場合、当社は、そ

の選択により、本社債所持人に対して 60 日以上の事前の通知を行うことにより、当該償還通知書記

載の繰上償還日に、残存本社債の全部をその未償還元本額の 100％の価額に当該繰上償還期日

（当日を含まない。）までの経過利息を付して繰上償還することができる。 

④本項第(12)号の規定により本新株予約権付社債につき期限の利益を喪失した場合、本新株予約権付

社債の社債権者は、その選択により、書面による通知を当社に送付することにより、当該償還通知書

記載の繰上償還日に、その保有する本社債の全部をその未償還元本額の 115％の価額に当該繰上

償還期日（当日を含まない。）までの経過利息を付して償還することを請求することができる。 

⑤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。 

⑥本新株予約権付社債の買入および当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却は、発行日の翌日

以降いつでもこれを行うことができる。また、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権のみを消

却することができる。当該本新株予約権付社債に係る本社債または本新株予約権を消却する場合、

当社は当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権につき、その権利を放棄するものとする。 

（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に関しては、社債管理者は設置されない。 
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（10）担保提供制限 

①当社は、本社債の未償還元本が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が発行する他の転

換社債型新株予約権付社債または商法等の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 128 号）による改

正前の商法第 341 条ノ２以下の規定に基づき発行した転換社債（以下「転換社債」という。）に担保権

を設定しまたは代担保を提供する場合には、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号の規定により、新株予約権

の内容として、新株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨

を定めたもの、または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）

による改正前の商法第 341 条ノ２に定められた新株予約権付社債であって、同法第 341 条ノ３第１項

第７号および第８号の規定に基づき新株予約権を行使したときに新株予約権付社債の全額の償還に

代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす旨の決議

がなされたものをいう。 

②本号①に基づき設定した担保権が本新株予約権付社債を担保するに十分でないときは、当社は直ち

に本新株予約権付社債を担保するに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続そ

の他担保権の設定に必要な手続を完了し、かつ、設定した追加担保権について担保付社債信託法第

77 条の規定に準じて公告するものとする。 

（11）本社債の地位 

本社債は、本要項に従って強制執行可能な当社の直接、無条件、無担保（本項第(10)号に定める場合を

除く。）かつ非劣後の一般債務であり、本社債相互の間において、成立の日の前後その他の理由により

優先または劣後することなく、同順位である。 

（12）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の期限の利益を直ちに失う（以降本新株予約権を行使するこ

とはできない。）。 

①当社が本要項に定める元本の支払を懈怠し、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５日以内にその支払いを行わないとき。 

②当社が本新株予約権付社債の買取契約（以下「社債契約」という。）またはそれに従い提出される書類

によりなされた表明保証が重大な点につき虚偽または誤解を招くものであったとき。 

③社債契約又は本要項の条項中の重要な約束、合意または条件に違背し、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是正をしないとき。 

④当社に倒産事由が生じたとき。「倒産事由」とは、(i)当社が債権者に対しその債務を一般的に支払うこ

とができなくなったとき（支払不能）、(ii)当社が債権者に対しその債務を一般的に支払うことができない

旨明示または黙示に表明したとき（支払停止）、(iii)当社の財産の全部または一部に対し、財産管理人、

管財人等が選任されたとき、(iv)当社に対し、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てがなされ、または当社が自らこれらの申立てをなしたとき、(v)当社の重

要な資産その他の権利につき、仮差押、差押、仮処分等がなされたとき、(vi)当社が解散決議を行った

ときまたは当社に対し解散命令が出されたとき、(vii)当社の手形が不渡り処分となったとき、(viii)いか

なる国においてであれ前各号と同様の事由が生じたとき。 

⑤当社の株式が上場している証券取引所市場から上場廃止となりまたは取引停止となり、３営業日以内

に再上場または取引停止解除とならないとき。 

⑥本新株予約権の行使に際し、当社が本要項にしたがった当社普通株式を発行しないとき、または株券

発行会社である場合に当社普通株式を表象する証券を交付しないとき。 

⑦当社または当社の経営陣に対し、詐欺、不正取引等を防止する法律に基づき手続（行政手続であるこ

と司法手続であることを問わない。）が開始されたとき。 

⑧当社が重要な子会社の株式の全部を売却しまたは当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは

当社の重要な事業を譲渡したとき。 

⑨当社が会計監査人から適正の監査意見を受領することができなかったとき。 
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⑩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。 

⑪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 500,000,000 円を超えない場合は、この限りではない。 

 

９．社債券の喪失等 

（１）本新株予約権付社債券を喪失した者が、その種類、記番号および喪失の事由等を当社に届け出て、

かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添えて請求したとき

は、当社は、これに代り新株予約権付社債券を交付する。 

（２）本新株予約権付社債券を毀損または汚染したときは、その新株予約権付社債券を提出して代り新

株予約権付社債券の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に

準ずる。 

10．代り新株予約権付社債券の交付の費用 

代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は、これに要した実費（印紙税を含む。）を代り新株予

約権付社債券の被交付者から徴収する。 

11．社債権者に通知する場合の公告 

本新株予約権付社債の社債権者に対し通知する場合の公告は、電子公告にてこれを行う。 

12．社債権者集会に関する事項 

（１）本新株予約権付社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとする。 

（２）本新株予約権付社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

（３）本社債の総額（償還済みの額を除く。）の 10 分の 1 以上に当たる本社債を有する社債権者は、本新

株予約権付社債券または本社債に係る社債登録内容証明書を当社に提示したうえ、社債権者集

会の目的である事項および召集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

13．償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

ニューディール株式会社 管理本部 

14．行使請求受付場所 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 

15．その他本新株予約権付社債の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長向田

尊洋に一任する。 

16．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。 

 

【２】無担保転換社債型新株予約権付社債発行の日程 

平成 19 年 3 月 13 日(火) 無担保転換社債型新株予約権付社債発行決議 

平成 19 年 3 月 13 日(火)  有価証券届出書提出 

平成 19 年 3 月 21 日(水)(予定) 有価証券届出書効力発生 

平成 19 年 3 月 28 日(水)(予定) 申込期日・払込期日・新株予約権割当日 

平成 19 年 3 月 29 日(木)(予定) 新株予約権行使請求期間の開始日 

 

【３】割当先の概要 

１．名 称 ＪＴＩ投資事業有限責任組合 
２．引受先の概要   

本店所在地    東京都中央区日本橋兜町 11 番７号ビーエム兜町ビル５階 
代表者の役職・氏名 無限責任組合員 上杉 孝志 
資本の額 ― 
事業の内容    民法上の組合契約による投資業務（純投資） 



 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債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。 

 

 

３．当社との関係   
出資関係       なし 
取引関係       なし 
設備の賃貸借関係 なし 
役員の兼務関係    なし 

 

【４】新株予約権行使後の発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,654,900 株

ストックオプション未行使分(発行日：平成 15 年 11 月 27 日) 1,396,000 株

無担保転換社債型新株予約権付社債新株予約権未行使分 30,000,000 株

新株予約権行使後の発行済株式総数 218,050,900 株

※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 

※ 第４回新株予約権は一部行使、一部買い戻し消却済 

※ 第６回、第７回、第８回新株予約権は全部買い戻し消却済 

 

【５】社債発行の理由及び資金の使途等 

(1) 社債発行の理由 

 事業の構築・拡大 

(2) 増資調達資金の使途 

 ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金、美術品買付資金、セレブ・ファッション事業の商品仕入資

金及び新製品開発資金 

(3) 業績に与える見通し 

 現段階では未定ですが、詳細が判明次第発表いたします。 

 

【６】株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、長期的かつ総合的な株主利益の向上を図ることを利益配分に関する基本方針とし

ております。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を、もっとも重要な経営方針のひとつとして考えておりますが、

累積損失を計上している状況にあることから、現在まで利益配当を実施しておりません。今後、黒字

化を達成し、安定した利益の蓄積により資産の内容を整え、早期に株主還元を図る所存であります。 

(3) 内部留保資金の使途 

事業の強化、新規事業の開発 
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【７】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) 主なエクイティ・ファイナンスの状況 

発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 ( 千 円 ) 資本準備金(千円) 

年月日 

増 減 数 総 数 残 高 増 減 額 残 高 増 減 額 残 高 

摘      要 

平成15年1月14日 4,000 161,549 60,000 4,001,950 0 2,525,053 

転換社債の転換による株式発行 

発行株数      4,000株 

発行価額     15,000円 

平成15年1月30日 15,000 176,549 172,500 4,174,450 0 2,525,053 

転換社債の転換による株式発行 

発行株数     15,000株 

発行価額     11,500円 

平成15年6月25日 9,000 185,549 36,450 4,210,900 36,450 2,561,503 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      9,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年6月27日 5,000 190,549 20,250 4,231,150 20,250 2,581,753 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      5,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年7月4日 5,000 195,549 20,250 4,251,400 20,250 2,602,003 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      5,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年7月7日 1,000 196,549 4,050 4,255,450 4,050 2,606,053 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      1,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年8月12日 4,000 200,549 16,200 4,271,650 16,200 2,622,253 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      4,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年8月16日 4,000 204,549 16,200 4,284,850 16,200 2,638,453 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      4,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年8月21日 2,000 206,549 8,100 4,295,950 8,100 2,646,553 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      2,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年8月29日 1,000 207,549 4,050 4,300,000 4,050 2,650,603 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      1,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年9月3日 4,000 211,549 16,200 4,316,200 16,200 2,666,803 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      4,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年9月5日 7,000 218,549 28,350 4,344,550 28,350 2,695,153 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      7,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年9月9日 4,000 222,549 16,200 4,360,750 16,200 2,711,353 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      4,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年9月17日 3,000 225,549 12,150 4,372,900 12,150 2,723,503 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      3,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年10月6日 6,000 231,549 24,300 4,397,200 24,300 2,747,803 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      6,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年11月21日 10,000 241,549 40,500 4,437,700 40,500 2,788,303 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     10,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年12月3日 4,000 245,549 16,200 4,453,900 16,200 2,804,503 

第１回新株予約権の行使 

発行株数      4,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年12月24日 30,000 275,549 121,500 4,575,400 121,2500 2,926,003 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     30,000株 

行使価額      8,100円 

平成15年12月29日 15,000 290,549 60,750 4,636,150 60,750 2,986,753 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     15,000株 

行使価額      8,100円 
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発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 ( 千 円 ) 資本準備金(千円) 

年月日 

増 減 数 総 数 残 高 増 減 額 残 高 増 減 額 残 高 

摘      要 

平成16年1月19日 33,000 323,549 133,650 4,769,800 133,650 3,120,403 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     33,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年1月21日 21,000 344,549 85,050 4,854,850 85,050 3,205,453 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     21,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年1月27日 14,000 358,549 56,700 4,911,550 56,700 3,262,153 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     14,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年1月28日 18,000 376,549 72,900 4,984,450 72,900 3,335,053 

第１回新株予約権の行使 

発行株数     18,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年2月1日 － 376,549,000 － 4,984,450 － 3,335,053 1株を1,000株に分割 

平成16年4月7日 10,000,000 386,549,000 40,500 5,024,950 40,500 3,375,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数   10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年4月8日 40,000,000 426,549,000 162,000 5,186,950 162,000 3,537,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     40,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年4月13日 40,000,000 466,549,000 162,000 5,348,950 162,000 3,699,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     40,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月10日 50,000,000 516,549,000 202,500 5,551,450 202,500 3,902,053 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月17日 10,000,000 526,549,000 40,500 5,591,950 40,500 3,942,553 

第２回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年5月19日 50,000,000 576,549,000 202,500 5,794,450 202,500 4,145,053 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年7月21日 50,000,000 626,549,000 202,500 5,996,950 202,500 4,347,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     50,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年7月29日 10,000,000 636,549,000 40,500 6,037,450 40,500 4,388,053 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年11月26日 3,000,000 639,549,000 12,150 6,049,600 15,150 4,400,203 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      3,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成16年12月13日 5,000,000 644,549,000 20,250 6,069,850 20,250 4,420,453 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年1月12日 2,000,000 646,549,000 8,100 6,077,950 8,100 4,428,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      2,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年2月22日 60,000,000 706,549,000 243,000 6,320,950 243,000 4,671,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     60,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年3月23日 4,000,000 710,549,000 16,200 6,337,150 16,200 4,687,753 

第３回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年3月30日 16,000,000 726,549,000 64,800 6,401,950 64,800 4,752,553 

第３回新株予約権の行使 

発行株数     16,000,000株 

行使価額      8,100円 

平成17年7月1日 － 72,654,900 － 6,401,950 － 4,752,553 10株を１株に併合 

平成17年9月27日 － 72,654,900 － 6,401,950 -4,752,553 0 資本準備金取り崩し 



 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債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。 

 

 

発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 ( 千 円 ) 資本準備金(千円) 

年月日 

増 減 数 総 数 残 高 増 減 額 残 高 増 減 額 残 高 

摘      要 

平成17年9月30日 20,000,000 92,654,900 501,000 6,902,950 501,000 501,000 

第４回新株予約権の行使 

発行株数     20,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月6日 5,000,000 97,654,900 125,250 7,028,200 125,250 626,250 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月11日 6,450,000 104,104,900 267,997.5 7,296,197.5 267,997.5 894,247.5 

第５回新株予約権の行使 

発行株数      6,450,000株 

行使価額      83.1円 

平成17年10月12日 5,550,000 109,654,900 230,602.5 7,526,800 230,602.5 1,124,850 

第５回新株予約権の行使 

発行株数      5,550,000株 

行使価額      83.1円 

平成17年10月13日 10,000,000 119,654,900 250,500 7,777,300 250,500 1,375,350 

第４回新株予約権の行使 

発行株数     10,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月14日 9,000,000 128,654,900 225,450 8,002,750 225,450 1,600,800 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      9,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月17日 1,000,000 129,654,900 25,050 8,027,800 25,050 1,625,850 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      1,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年10月18日 5,000,000 134,654,900 125,250 8,153,050 125,250 1,751,100 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      5,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月15日 4,000,000 138,654,900 100,200 8,253,250 100,200 1,851,300 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月16日 4,000,000 142,654,900 100,200 8,353,450 100,200 1,951,500 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月19日 4,000,000 146,654,900 100,200 8,453,650 100,200 2,051,700 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      4,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成17年12月26日 3,000,000 149,654,900 75,150 8,528,800 75,150 2,126,850 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      3,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年2月14日 8,000,000 157,654,900 200,400 8,729,200 200,400 2,327,250 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      8,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年2月15日 2,000,000 159,654,900 50,100 8,779,300 50,100 2,377,350 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      2,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年3月16日 9,000,000 168,654,900 225,450 9,004,750 225,450 2,602,800 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      9,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年3月30日 18,000,000 186,654,900 450,900 9,455,650 450,900 3,053,700 

第４回新株予約権の行使 

発行株数      18,000,000株 

行使価額      50.1円 

平成18年9月26日 18,000,000 186,654,900 450,900 9,455,650 -3,053,700 0 資本準備金取り崩し 

 

 

(2) 過去３決算期間及び直前の株価の推移 

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

始 値 9,800 円 220 円 101 円 

高 値 43,000 円 370 円 144 円 

安 値 7,700 円 60 円 29 円 

終 値 21,000 円 100 円 43 円 



 

ご注意：この文書は、当社が第１回無担保転換社債型新株予約権付社債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。 

 

 

（注）株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

 （注）平成 17 年 6 月期の株価は、平成 17 年 7 月 1 日に実施いたしました 10 株を１株に併合

    する株式併合後の数値に修正しております。 

 

(3) 潜在株式による希薄化情報 

今回のファイナンスの実施することにより、平成19年3月28日時点での潜在株式数は、ストックオプシ

ョン未行使分1,396,000株とあわせ、31,396,000株となり、平成19年3月13日現在の発行済株式総数

（186,654,900株）に対する潜在株式数の比率は、16.82％となります。 

 

  

以上 
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