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平成19年４月20日 

各      位 

 
デザインエクスチェンジ株式会社                  

代表取締役 森谷 一彦 

（コード番号 4794 東証マザーズ）                  

問合せ先  社長室室長 村松 剛 

（TEL．03-5704-7367） 

 

第三者割当による新株予約権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、第三者割当による新株予約権発行を行うことを決議しまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．新株予約権の発行の理由 

当社は、平成18年９月20日付をもって、株式会社産業構造総合研究所と資本・業務提携を締結

するとともに、同社が業務執行組合員を務める投資事業組合に新株予約権を発行いたしました。 

その後、同新株予約権の行使により、これまでの間に382百万円の資金調達を実施いたしました

が、経営課題である業績回復および事業拡大を達成するため、今後もM&Aを含めた投資資金、シス

テム開発・商品開発等の設備資金としてさらなる資金調達が必要であると判断しております。 

一方、既発行の新株予約権については、現在の株価が行使価格を大きく下回っており実質的に行

使が期待出来ないことから、これらを一旦消却した上で、新たな行使条件の下で新株予約権を発行

するものであります。 

 

2．新株予約権の内容等 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 
普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 

60,000株（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10株とする。） 

ただし、下記第(1）号ないし第(3）号により、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。 

  (1）当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行

使価額（同欄第２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株の

100分の１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 
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  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、別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第３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。 

  (2）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の

行使時の払込金額」欄第３項第(2）号および第(4）号による行使価額の調

整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

  (3）割当株式数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お

よびその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数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、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2）号②

ただし書に示される株式分割の場合、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。 

新株予約権の行使時の

払込金額 

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、行使価額（以下

に定義する。）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新たに発行しまたはこれに

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。）する場合における株式１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という。）は、13,500円とする。 

  ３ 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。 

   

    新発行・処分株式数 × 
１株当たりの 

発行・処分価額 既発行

株式数 ＋ 
時価 調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

  

  (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。）。 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割

当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 



DEX PRESS RELEASE 

3 

 
  ② 株式分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適

用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件に

その部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議

する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終

結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後

の行使価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の

終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌

日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日

までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付するものとし、株券の交付については別記（注）９(2）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株の100分の１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。 

  ③ 本項第(3）号②に定める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。 

調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予

約権付社債のすべてが当初の転換価額で転換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（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）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。 

  (3）① 行使価額調整式の計算の結果生じる円位未満の端数は切り捨てるものと

する。 

  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②ただし書の場合は株主割当日）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、その小数第２位を切り捨てる。 

  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た数とする。また、本項第(2）号

②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。 
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  (4）本項第(2）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、資本の減少、会社分割または合併等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。 

  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）号ないし第(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およびその事由、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②ただし書に示

される株式分割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。 

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価額の総

額 

817,200,000円 

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価格及び

資本組入額 

１ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、13,620

円とする。ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1）号な

いし第(3）号および別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項によっ

て調整が行われることがある。 

  ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の資本組入額 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の資本組入額は、本欄

第１項記載の本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の当社

普通株式１株の発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。ただし、別記「新株予

約権の目的となる株式の数」欄第(1）号ないし第(3）号および別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第３項によって調整が行われることがある。 

新株予約権の行使期間 平成19年５月11日から平成21年５月10日まで（ただし別記「自己の新株予約権の

取得の事由及び取得の条件」欄の各項に従って本新株予約権の全部または一部が

消却される場合、消却される本新株予約権については、消却のための公告がなさ

れた日の翌日を行使期間の最終日とする。）。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翌銀行営業日を最終日とする。 

新株予約権の行使請求

の受付場所、取次場所

及び払込取扱場所 

行使請求の受付場所 デザインエクスチェンジ株式会社 管理本部総務部 

払込取扱場所    株式会社三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 
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新株予約権の行使の条

件 

１ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位（新株予約権１個）で行うものとし、

各新株予約権の一部行使は認められないものとする。 

２ 権利者が１個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により

当該権利者に対して発行される株式数は整数（会社が単元株制度を導入した

場合には一単元の株式数の整数倍）でなければならず、１株（会社が単元制

度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分については株式は割り当て

られないものとする。 

３ 権利者は、行使しようとする日の前日までに会社の指定する行使請求書を会

社に提出した場合に限り、本新株予約権を行使することが出来るものとす

る。 

自己の新株予約権の取

得の事由及び取得の条

件 

１ 権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約が解除されまたは終了し

た場合（当社が解除事由に該当することにより権利者が解除した場合を除

く。）には、会社は当該本新株予約権を新株予約権１個当たりの発行価格をも

って消却することができる。 

２ 権利者が本新株予約権を放棄した場合、当社は当該本新株予約権を無償で消

却することができる。 

新株予約権の譲渡に関

する事項 
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事

項 
該当事項なし。 

組織再編行為に伴う新

株予約権の交付に関す

る事項 

該当事項なし。 

（注）１ 新株予約権の発行数    6,000個 

２ 新株予約権の申込期間    平成19年５月10日 

３ 新株予約権の払込期日    平成19年５月10日 

４ 新株予約権の割当日   平成19年５月10日 

５ 新株予約権の発行価格  本新株予約権１個あたり1,200円（本新

株予約権の目的たる株式１株あたり120

円） 

６ 新株予約権の発行価額の総額    7,200,000円 

７ 新株予約権の行使時の払込金額の総額   810,000,000円 

同金額は上記要項「新株予約権の行使時の払込金額」記載の新株予約権行使に際しての１株当たり払込

金額に、上記要項「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である当社普通株式

の総数たる 60,000株を乗じた金額である。なお、行使価額が調整された場合には、上記金額は増加ま

たは減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が新株予約権を消却

した場合および新株予約権者がその権利を喪失した場合には、上記金額は減少する。 

８ 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 817,200,000円 

同金額は本注６記載の本新株予約権の発行価額の総額と本注７記載の本新株予約権の行使時の払込金

額の総額を加えた金額である。なお、行使価額が調整された場合には、上記金額は増加または減少する。

また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が新株予約権を消却した場合および

新株予約権者がその権利を喪失した場合には上記金額は減少する。 

９ 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の効力は、行使請求書および当該行使にかかる本新株予約権の新株予約権証券が

行使請求受付場所に到達し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生じるものとする。 

(2）当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 
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10 新株予約権証券の発行 

新株予約権者の請求あるときに限り新株予約権証券を発行するものとする。 

11 新株予約権の発行価格および行使価額の算定理由 

当社は所定の条件の下に一般的な価格算定モデルである二項格子モデルを用いて本新株予約権の理論

価値（オプションバリュー）を算出した。また本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株式価

格、新株予約権の発行要項等諸事情を勘案し、総合的に検討した。これらを前提に、上記理論価値のレ

ンジの範囲内で、かつ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として1,200円を本新

株予約権の１個当たりの発行価格とした。 

また、本新株予約権の行使価額は、平成19年４月17日から本新株予約権の発行決議の前日である平成

19年４月19日までの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の平均値に0.9を掛けた

額（100円未満切上）である13,500円とした。 

 

3．割当予定先の概要および当社と割当予定先との関係等（平成19年４月20日現在） 

割当予定先の氏名または名称 ISGR１号投資事業組合 

割当新株予約権数 6,000個 

払込金額 7,200,000円 

住所 東京都港区新橋六丁目９番４号 

代表者の氏名 

業務執行組合員 

株式会社産業構造総合研究所 

代表取締役 石澤 一未 

割当予

定先の

内容 

事業の内容 投資事業 

当社が保有している割当予定

先の株式の数 
なし 

出資関

係 割当予定先が保有している当

社の株式の数 
4,084株 

取引関係等 
業務執行組合員である株式会社産業構造総合研究所と当社

は、資本・業務提携契約を締結している。 

当社と

の関係 

人的関係等 
業務執行組合員である株式会社産業構造総合研究所の代表取

締役 石澤 一未は、当社取締役を兼務している。 

（注）当社と投資事業組合の出資者との間には、出資関係、取引関係、人的関係等はありません。 

 

4．割当予定先の当社株式（含む新株予約権行使後分）の保有方針について 

今回の割当予定先の保有方針は、下記のとおりです。 

ISGR１号投資事業組合： 

資本業務提携に基づく割当でありますが、今後の状況により保有株式の一部売却の可能性もあ

るとの意向であります。 

 

＜ご参考＞ 

(1）発行済株式総数の推移 

①現在の発行済株式総数    81,550株（平成19年４月20日現在） 

②今回の新株予約権の目的となる株式数  60,000株（潜在株式数） 

③全新株予約権行使後の発行済株式総数 141,550株（新株予約権行使による増加株式

数含む） 

 

(2）資金の使途 

①調達資金の使途 

当社は、差引手取概算額約807百万円について、主に事業拡大のためのM&A等の投資資金

として約 6億円を充当し、残額をシステム開発・商品開発等の設備資金および運転資金に充
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当する予定であります。具体的には、当社は事業再編による Webコマース分野の成長を維持

しながら、その他の関連成長分野の売上構成比向上を図ることを課題と認識しており、M&A

を通じた国内外における市場開拓等により、新事業開発および確立を目指してまいります。 

②業績に与える影響の見通し 

現在のところ、本件が当社業績に与える具体的な影響はありませんが、新たな M&Aの計画

等につきましては、詳細が決まり次第改めて発表いたします。 

 

(3）株主への利益配分等 

当社は、競争力の確保によって企業価値の増大をはかり、厳しい環境に耐えうる経営基盤の

強化と今後の事業の拡大・展開に備えるため、内部留保の拡充に重点を置いております。今後

は経営成績および経営環境の改善状況などを勘案しつつ、時宜に応じて配当その他の株主還元

策を検討してまいる所存であります。 

 

(4）日程（予定） 

平成19年４月20日（金） 取締役会決議、有価証券届出書提出 

平成19年４月28日（土） 有価証券届出書効力発生 

平成19年５月10日（木） 申込期間・払込期日 

平成19年５月11日（金） 新株予約権 行使請求開始日 

平成21年５月10日（日） 新株予約権 行使請求最終日 

 

(5）今般発行する新株予約権の行使後の大株主の構成（小数点第二位以下四捨五入）（注１） 

 株主名 所有株式数 議決権比率 

１ ISGR１号投資事業組合 
64,084 
（注２） 

45.9 

２ 株式会社アイシーピー 12,000 8.6 

３ SCD Swiss Content & Design Holding GmbH 6,800 4.9 

４ 稲井田 安史 3,000 2.1 

５ デザインエクスチェンジ株式会社 1,838 － 

６ 株式会社オーキタ 1,799 1.3 

７ 藤井 健之 1,327 1.0 

８ 高橋 新 1,241 0.9 

９ 秋元 康 1,000 0.7 

９ 株式会社新進商会 1,000 0.7 

（注）１ 平成18年12月31日現在の株主名簿を参考に作成しております。 

２ 今般発行する新株予約権が全て行使された場合の増加株式数を含めた数字です。 

 

(6）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第三者割当による新株式発行 

割当先   ：SCD Swiss Content & Design Holding GmbH 

発行日   ：平成18年３月29日 

発行価額   ：462,400千円 

資本金増加額  ：231,200千円 

②第三者割当による新株予約権発行および当該新株予約権行使 

割当先   ：ISGR１号投資事業組合 

新株予約権の発行日 ：平成18年10月５日 

新株予約権の発行価額の総額：3,600千円 

新株予約権の行使価額の総額：382,630千円 ※本日までの累計 

資本金増加額の総額 ：191,805千円 ※本日までの累計 
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5．本件に関する問合せ先 

デザインエクスチェンジ株式会社 

社長室室長 村松 剛 

E-MAIL：ir-info@dex.ne.jp 

HP：http://www.dex.ne.jp 

以 上 


