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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発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債発行を

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 
Ⅰ．資金調達の趣旨及び資金の使途 

（１）資金調達の趣旨 

当社におきましては、有利子負債の圧縮（中期目標:連結有利子負債額 121 億円）及びＤＥＲ（デ

ッドエクイティレシオ、中期目標：単独ＤＥＲ100%）を目標とする経営指標に掲げ、財務基盤の

強化に急務の課題として取り組んでおります。そのような趣旨のもと、平成 18 年９月 25 日付で 

『第２回無担保転換社債型新株予約権付社債』および『第１回新株予約権』の発行を決議し「Canyon 

Capital c/o DKR Oasis Management Company L.P」（以下「Canyon」といいます。）に対して割

り当てを行いました。しかしながら、当社株価の推移状況の中で、株式への転換が行われない状

況となり、当社の企図しておりました純資産の増強という目的が果たせないまま現在に至ってお

ります。このような状況を打開するため、新たに転換価格その他を設定し、再度 Canyon に割り当

てることによって、純資産の増強という当社課題を解決すべく、今回の発行となりました。 

なお、本件に伴い、本日別紙『無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還及び新株予約権

の無償償却に関するお知らせ』にてお知らせいたしましたとおり、Canyon に対して平成 18 年 10

月 16 日付で割当てました割当総額 30 億円の『第２回無担保転換社債型新株予約権付社債』およ

び割当総額 30 億円の『第１回新株予約権』については、繰上償還ないし無償償却によって、消滅

させることといたしました。 

本無担保転社債型新株予約権付社債の発行は、当社の存続・発展のために必要不可欠なもので

ございます。株主様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

（２）調達資金の使途 

本無担保転換社債型新株予約権付社債発行による払込額 20 億円につきましては、金銭の払込み

に代えて、『第２回無担保転換社債型新株予約権付社債』金 30 億円のうち、額面金額 20 億円の

社債を給付する契約を締結する予定でありますので、現金の調達は伴いません。 

（※「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」金 30 億円のうち、残りの額面金額 10 億円については、手

元資金によって早期償還するか、または当社保有の投資有価証券にて代物弁済を行う予定です。） 
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Ⅱ．資金調達の概要 

株式会社クインランド 

第３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） 

発行要項 

 

１. 募集社債の名称 株式会社クインランド第３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. 募集社債総額 金 20 億円 

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 平成 19 年４月 12 日。ただし、各本社債の払込金額が同日に当社

に払込まれることを本新株予約権の割当ての条件とする。 

５． 新株予約券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。 

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。 

６．  募集方法                  第三者割当の方法により、本新株予約権付社債のすべてを Canyon 

Capital に割り当てる。 

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。)  

平成 19 年４月 12 日。ただし、各本社債の払込金額が第 4項に定める払込期日に当社

に払込ま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、各行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項第(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。 
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(５) 本新株予約権の行使請求期間 

本新株予約権付社債者は、平成 19 年４月 13 日午前 9時から平成 23 年４月 12 日午前

11 時までの間(以下「行使請求期間｣という。」、いつでも、本新株予約権の行使請求

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(6)号②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金銭とし、その価額は、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、5,904 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。 

 

新発行・処分株式数×1株あたりの発行・処分価額 

  即発行株式数＋ 
       時 価 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×                               
        即発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(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発行価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（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）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。 
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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の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、第（17）

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、１円未満を切り上げる。 

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。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス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、円位未満少数第 1位まで算出し、少数第 1位を切り上げる。 

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、

株式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
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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新発行・

処分株式数は、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資本の減少、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。ただし、株式併合は除く。 

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。 

(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) 本社債による出資 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は本社債とし、各新株予約権の行使につ

き、当該新株予約権が付された各社債を給付する。本新株予約権の行使がなされたと

きは、当該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。 

(１５) 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
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ることができない。 

(１６) 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午前 11 時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、午前 11 時以降に到着した場合には翌営業日

に発生する。 

(１７) 株券の交付方法 

当社は、本項（16）号に従い行使請求の効力が発生した日から 4営業日の午後 1時ま

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。 

(１８) １単元の株式の数の定め等に伴う取扱 

当社が単元株制度を定める等、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) 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円未満の単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。 

８． 社債に関する事項 

（１）  募集社債の総額 

金 20 億円 

（２）  各募集社債の額面金額 

 金 50,000,000 円の 1種 

（３）  利率 

 本社債には利息を付さない。 

（４）  払込金額 

 額面 100 円につき 100 円 

ただし、割当予定先である Canyon Capital に関しては、金銭の払込みに代えて、当社が平

成 18年 10 月 16 日に発行した当社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債金 30億円のう

ち、額面金額 20 億円の社債を給付する契約を締結する予定である。 

（５）  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（6）号②ないし③に定める価額による。 

（６）  償還の方法および期限 

①本社債は、平成 23 年４月 12 日にその総額を償還する。 

ただし、繰上償還に関しては、本号②ないし③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、平成 19 年７月 12 日午前 9時以降、その保有する本社債の全部

または一部を本社債額面金額で償還することを請求することができる。 

③本項第(11)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
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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、それまでの未払経過利息の支払いに加え、その保有する本社債の全部を

本社債額面金額の 115%で償還することを請求することができる。 

④ 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）  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。 

（８）  社債管理者の不設置 

 本新株予約権付社債は、社債管理者は設置されない。 

（９）  担保提供制限 

①当社は、本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、当社が発行

する他の転換社債型新株予約権付社債（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きを完了し、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。 

（１０）    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（7）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。 

（１１）     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､損害金その他の支払を懈怠し、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グループ会社のいずれかが社債契約、本要項、本新株予約権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。「グループ会社」とは、当

社またはその重要な子会社をいう。 

④グループ会社のいずれかに倒産事由が生じたとき。「倒産事由」とは、(ⅰ) グループ
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会社のいずれか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) グループ会社のいずれか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) グルー

プ会社のいずれか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) グループ会社のいずれかに対し、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、またはグループ会社のい

ずれかが自らこれらの申立てをなしたとき、(v) グループ会社のいずれかの重要な資

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) グループ会

社のいずれかが解散決議を行ったときまたはグループ会社のいずれかに対し解散命

令が出されたとき、(vii) グループ会社のいずれか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、当社が本新株予約権の条項にしたがった当社普通株式を

発行せずまたは当社普通株式を表章する証券を交付しないとき。 

⑦グループ会社のいずれかまたはその経営陣に対し、詐欺、不正取引等を防止する法律

に基づき手続（行政的手続であると法的手続きであるとを問わない。）が開始された

とき。 

⑧当社が重要な子会社の発行済み株式の 50％以上を売却しまたは、一度にあるいは一連

の取引において、グループ会社のいずれかの全部もしくは実質的に全部の資産もしく

はグループ会社のいずれか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。 

⑩グループ会社のいずれかが、そのグループ会社が存続会社とならない取引（社債契約

締結日までに開示書類において開示された取引を除く）を行ったときまたは支配権変

更取引（社債契約締結日までに開示書類において開示された取引を除く）を行ったと

き。「支配権変更取引」とは、（ⅰ）社債権者の承諾無くして行われるグループ会社

のいずれかによる合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の会社再編で、その結

果そのグループ会社の株主が直接間接に存続会社、承継会社または完全親会社の株式

の 67％未満を保有することになるもの、（ⅱ）当社によって本新株予約権付社債の社

債権者に通知されない新しい取締役によるグループ会社のいずれかの取締役会の過

半数の支配（一度に行われるものであると否とを問わない。）、（ⅲ）一度あるいは

数度にわたる関連取引における、本新株予約権付社債の社債権者の承諾無くして行わ

れるグループ会社のいずれかの資産の 50％以上またはグループ会社のいずれかの重

要な事業の売却その他の処分、（ⅳ）本新株予約権付社債の社債権者の承諾無くして

行われる前各号に規定する事項を定めた契約の締結。 

⑪当社が本社債以外の社債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、または当社が平成 18 年 10 月 16 日に発行した当

社第１回新株予約権もしくは当社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の買取
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契約（新株予約権要項および社債要項を含む。）のいずれかの規定に違反したとき。 

⑫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。 

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券の社債権者に対し通知する場合の公告は、日本経済新聞にこれを掲載す

る。ただし、法令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて社債権者に対し直接通

知する方法によることができる。 

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） 本社債総額の 10 分の 1以上にあたる社債権者は、本新株予約権付社債を供託した上、会

議の目的たる事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出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） 

株式会社クインランド 経理財務部 

１４．  行使請求受付場所 

株式会社クインランド 東京支社 

１５． 行使請求取次場所 

該当事項はありません。 

１６． 準拠法および発行地 

日本 

 

           以 上 
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