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平成 19 年５月 25 日 

各 位 

会 社 名 ビービーネット株式会社 

代表者名 代表取締役社長 秀 島 博 規 

（コード番号 2318） 

問合せ先 経営管理統括部 部長 奥 畑 裕 久 

（TEL．06-4797-1102） 

 

第２回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、本日開催の取締役会において、第三者割当の方法による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。

なお、当該新株予約権付社債は以下の特長を有しております。 

１）ウェル・フィールドキャピタル株式会社１社に対する第三者割当発行であり、同社から

第三者へは新株予約権付社債の形態では譲渡されないこと。 

２）ウェル・フィールドキャピタル株式会社は、本社債に付された新株予約権の行使を前提

とした「つなぎ売り」（本社債に付された新株予約権の行使の結果取得することとなる

株券の数量の範囲内で当該株券と同一銘柄の株券の売付けを行なうこと）以外の目的を

もって、借株を行わない契約となっていること。 

３）転換価額の修正を新株予約権の行使開始日の翌日以降とし、株価が上昇した場合におい

てもスムーズな転換が見込める設計となっていること。 

当社は投資有価証券の流動化と営業活動によるキャッシュ・フローにより必要な資金を充当

することをキャッシュ・フロー上の目標としており、当期（平成 19 年７月期）よりその目処

をつけたい考えでありますが、一時的な資金ギャップの充当のために一定額のエクイティ・フ

ァイナンスを実施することは財務の健全化のためにも好ましいと考えており、今回の新株予約

権付社債の発行もその一環として行ったものであります。 

記 

 

１. 募 集 社 債 の 名 称 ビービーネット株式会社第２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 の 総 額 金 200 百万円（額面総額 200 百万円） 

３． 各 募 集 社 債 の 金 額 金５百万円の 1種 

４． 各募集社債の払込金額 金５百万円（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又
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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項本文及

び第３項本文の定めにより本社債又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． 申 込 期 間 平成 19 年６月 11 日 

９． 申 込 取 扱 場 所 当社経営管理統括部 

10. 本 社 債 の 払 込 期 日 平成 19 年６月 11 日  

11. 本新株予約権の割当日 平成 19 年６月 11 日 

12.  募集の方法  

第三者割当の方法により、全額をウェル・フィールドキャピタル株式会社に割り

当てる。 

13.  物上担保・保証の有無  

本社債には物上担保及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。 

14.  社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書及び会社法施行規則第 169 条の

要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。 

15.  財務上の特約 

 (1) 担保提供制限 

   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に当社が

今後国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、

新株予約権を行使したときはかかる行使をした者から、当該新株予約権が付され

た社債の全額の償還に代えて、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する旨の請求があったものとみなす旨の取締役

会決議を行っているものをいう。）に担保付社債信託法に基づき担保権を設定す

る場合には、本社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、

本社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手

続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第 77 条の規定に準じて公告す

る。 

 (2) その他の条項 

   本新株予約権付社債には担附切換条項等その他一切の財務上の特約は付されて

いない。 

16.  償還の方法及び期限 

 (1) 本社債は、平成 21 年６月 11 日（以下「償還期限」という。）にその総額を額面

100 円につき金 100 円で償還する。 

 (2) 当社の選択による繰上償還 

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又は当社が他

の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（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、本社債権者に対して、償還

日の 30 日以上前に事前通知を行ったうえで、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

償還することができる。 
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 (3) 買入消却 

   当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降いつでも本社債を買い入れ、こ

れを保有し、転売し、又は消却することができる。 

 (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

社債権者に対して、償還すべき日の２週間以上前に事前通知を行った上で、当該

繰上償還日に、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、償還すべき日の２週間以上前に事前通知を行い、かつ当該通

知書記載の繰上償還日までに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、当該繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を額面

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) 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。 

17. 期限の利益喪失に関する特約 
当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。当社は、本社債につい
て期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公告する。 

(1) 当社が、いずれかの本社債につき、第 15 項第(1)号又は第 16 項第(5)号の規定に

違背し、７日以内にその履行をすることができないとき。 

(2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又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。 

(3) 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たとき、又は当社以外

の社債若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。但し、

当該債務の合計額（邦貨換算後）が１億円を超えない場合は、この限りではない。 

(4) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若

しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会において解散（新設合併若しくは

吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社若しくは存続会社

へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。）の決議を

行ったとき。 

(5) 当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決

定又は会社整理開始若しくは特別清算開始の命令を受けたとき。 

18.  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。 

19.  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及び数 

   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「発行・移転」という。）

する数は、行使請求に係る本社債の払込価額の総額を転換価額（以下に定義す

る。）で除した数とする。但し、行使により生じる 1株未満の端数は切り捨て、

現金による調整は行わない。「転換価額」とは、本項第(3)号記載の金額を指すが、

本項第(4)号乃至第(11)号によりこれが修正又は調整される場合には、かかる修

正又は調整後の金額を指す。 
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 (2) 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 

   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、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。 

 (3) 転換価額 

   転換価額は、当初 3,371 円とする。 

 (4) 転換価額の修正 

  平成 19 年６月 13 日以降、行使請求日の前日（以下「決定日」という。）に、決

定日（但し、当社普通株式の普通取引の終値の算出されない取引日を除く。）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終

値の 90％に相当する金額（以下「修正価額」という。）が転換価額を下回る場合、

又は修正価額がその時点で有効な転換価額の 110%相当額以上の場合には、転換

価額は修正価額に修正される。かかる計算においては、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を切捨てる。かかる計算で修正された転換価額を以下「修正

後転換価額」という。本要項において「取引日」とは、株式会社大阪証券取引所

ヘラクレス市場が開設されている日をいう。 

 (5) 転換価額の調整 

当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(6)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又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。 

発行・移転株式数 ×
1株当りの

払込金額 
既発行

株式数

 

＋
時 価 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額
×

既発行株式数  ＋  発行・移転株式数 

 

 (6) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及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(8)号②に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株

式を新たに発行し、又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合（但

し、当社普通株式の発行・移転を請求できる新株予約権の行使及び株式交換

又は合併により当社の普通株式を発行・移転する場合を除く。） 

  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 終日とする。以下同じ。）の翌日以降又はかかる発行若しく

は処分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。 

②株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより普通株式を発行する場合 

調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、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。但し、配当可能利益

から資本に組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、上記但書の場合において、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、当社の普通株式を発行・移転す

る。但し、株券の交付については本項第(19)号の規定を準用する。 

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 終日とする。以下同じ。）の翌日以降又はかかる発行若しくは

処分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。 
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(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

間内に発行・移転された当社普

通株式数 

 

株式数＝

調整後転換価額 
 

この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

③本項第(8)号②に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換さ

れる証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の発行・移転を請求で

きる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行又は付与する場合 

調整後の転換価額は、発行又は付与される証券又は新株予約権若しくは新株予

約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され、又は当初の行使価額で行使さ

れ、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなして転換価額調整式を適用

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）以降、又は、その証券の発行若しくは付与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。転換価額調整式により算出された調

整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が 1円未満にとどまる限りは、転

換価額の調整はこれを行わない。但し、その後の転換価額の調整を必要とする

事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額

に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が 1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その

後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転

換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し

引いた額を使用する。 

 (8) ①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２

位を四捨五入する。 

  ②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大阪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（終値のない日数を除く。）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位を四捨五

入する。 

  ③転換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、調整後の転換価額を初めて適用する日の 1

ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有

する当社の普通株式を控除した数とする。 

 (9） 本項第(6)号の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、本社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行

う。 

  ①株式の併合、資本の減少、会社法第 762 条第１項に定められた新設分割、会社

法第 757 条に定められた吸収分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整

を必要とするとき。 

  ②その他当社の普通株式数の変更又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。 

  ③転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、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。 

 (10） 本項第(6)号の規定にかかわらず、本項第(6)号に基づく調整後の転換価額を初め

て適用する日が本項第(4)号に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、本
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項第(6)号に基づく転換価額の調整は行わないものとする。 

 (11） 本項第(5)号乃至第（10）号により転換価額の調整を行うときには、当社は、あ

らかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価

額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株

予約権付社債の社債権者に通知する。但し、本項第(6)号②但書に示される株式

分割の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合

には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 (12) 本新株予約権を行使することができる期間 

  平成 19 年６月 12 日から平成 21 年６月 10 日までとする。但し、①当社の選択に

よる本社債の繰上償還の場合は、償還日の３営業日前の日まで、②買入消却の場

合は、当社が本社債を消却したときまで、③期限の利益の喪失の場合には、期限

の利益の喪失時まで、④本社債権者の選択による本社債の繰上償還の場合は、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とする。上記いずれの

場合も、平成 21 年６月 11 日より後に本新株予約権を行使することはできない。 

 (13) その他の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。 

 (14) 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

  取得の事由及び取得の条件は定めない。 

 (15) 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及び資本準備金

に関する事項 

  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。また、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、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じて得た額とする。 

 (16) 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及び転換価額

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、本社債か

ら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、繰上償還及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。なお、当初の転換価額は平成 19 年

５月 25 日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

通取引の終値の約 105%に相当する金額とした。 

 (17) 新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権を行使請求しようとする本社債権者は、所定の行使請求書に、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うえ、当該本新株予約権付社債券を添えて本

項第(12)号記載の行使請求期間中に本項第(21)号記載の行使請求受付場所に提

出しなければならない。 

 (18) 新株予約権行使の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が本項第(21)号記載の行使請求

受付場所に到着した日に発生する。 

 (19) 株券の交付方法 
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当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

 (20) 本新株予約権の行使後第１回目の配当 

本新株予約権の行使により発行・移転する当社普通株式の剰余金の配当（会社法

第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、行使請求が８月１

日から１月31日までの間になされたときは、８月１日に、２月１日から７月31日

までになされたときは２月１日に、それぞれ当該普通株式の発行・移転があった

ものとみなしてこれを支払う。なお、平成19年６月12日から同年７月31日までの

間になされた行使請求についても上記規定を適用する。 

 (21) 本新株予約権の行使請求受付場所 

中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 

20.  償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

  当社経営管理統括部 

21. 本新株予約権付社債券の喪失等 

 (1） 本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届

け出て、かつ、公示催告手続をし、その無効宣言があった後、確定した除権判決

の謄本を添えて請求したときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交

付することができる。 

 (2） 本新株予約権付社債券を毀損又は汚損したときは、当該本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。但し、真偽の

鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 

 (3） 代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費（印紙税

を含む。）を徴収する。 

22. 本社債権者に通知する場合の公告の方法 

本社債権者に対して公告する場合は、当社の定款所定の方法によりこれを公告す

る。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告の掲載に代えて各本社債権

者に直接通知する方法によることができる。 

23. 社債権者集会に関する事項 

 (1） 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも

３週間前に本社債の社債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。 

 (2） 本社債の社債権者集会は大阪府大阪市においてこれを行う。 

 (3） 本社債総額の 10 分の 1以上を保有する本社債権者は、会議の目的たる事項及び

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。 

24. 費用の負担 
以下に定める費用は、当社の負担とする。 

 (1） 第 22 項に定める公告に関する費用 

 (2） 第 23 項に定める社債権者集会に関する費用 

25. その他 

(1) その他本新株予約権付社債発行に関して必要な事項は当社代表取締役に一任す

る。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、証券取引法に基づく届出の効力発生を条

件とする。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読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ずる。 

以  上
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【ご参考】 

 

１．調達資金の使途 

(１) 今回調達資金の使途 

手取概算額195百万円については、借入金の返済に充当する予定であります。 

(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 

本新株予約権付社債による当期の当社グループの収益への影響は些少であります。 

 

２．株主への利益配分等 

(１) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、事

業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して、配当及び株式分割等の利益還元

を実施する基本方針を持っております。 

  (２) 配当決定に当たっての考え方 

当社グループは設立後社歴が浅く、いまだ経営上十分な内部留保を蓄積するに至って

おりませんが、内部留保により財務基盤の強化を図りつつ、当社グループ事業へ再投

資する部分と、利益剰余金配当として株主の皆様に直接還元する部分とのバランスを

とり、株式分割等と併せて、株主還元と企業価値の上昇を共に実現したいと考えてお

ります。 
 

３．過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）上場後に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 
発行済株式総数 資本金 資本準備金 

増加数 残高 増加額 残高 増加額 残高 年 月 日 

株 株 千円 千円 千円 千円 

摘 要 

平成 14 年９月 10 日 1,500 12,125 92,437 859,675 106,575 458,662 

有償一般募集 

発行価額 

145,000 円 

資本組入額 

61,625 円 

平成 15 年７月 15 日 750 12,875 37,500 897,175 37,500 430,303 

有償第三者割当 

発行価額   

100,000 円 

資本組入額  

50,000 円 

平成 16 年 12 月 29 日 25,000 189,097.69 819,000 2,972,706 819,000 2,491,943 

本邦以外の地域

における公募 

発行価額   

65,520 円 

資本組入額  

32,760 円 

平成 19 年３月 16 日 15,100 579,007.66 50,320 5,153,207 50,320 975,062 

有償第三者割当 

発行価額   

6,665 円 

資本組入額  

3,332.5 円 

（注１）当社は平成 15 年８月 31 日に社債総額 450,000,000 円の無担保転換社債型新株予約権付

社債を発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべて
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の行使が完了しております。 

（注２）当社は平成 15年 12 月 24 日に社債総額 700,000,000 円の無担保転換社債型新株予約権付

社債を発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべて

の行使が完了しております。 

（注３）当社は平成 16 年５月 31 日に社債総額 1,900,000,000 円の無担保転換社債型新株予約権

付社債を発行しております。なお、本日現在当該社債の残高は 600,000,000 円であり、

1,300,000,000 円分の当該社債に付されておりました新株予約権につきましては、行使

が完了しております。 

（注４）当社は平成 17 年４月 15 日に社債総額 4,000,000,000 円の無担保転換社債型新株予約権

付社債を発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべ

ての行使が完了しております。 

（注５）当社は平成 18年 11 月８日に 80,000 株を限度とした新株予約権を発行しております。な

お、当該新株予約権は、平成 19 年４月 25 日に消却されております。 

 

（２）過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 16 年７月期 平成 17 年７月期 平成 18 年７月期 平成 19 年７月期

始値 △123,000 円 ※107,000 円 ■32,050 円 ■9,100 円

高値 ●496,000 円 ※128,000 円 ■56,400 円 ■12,160 円

安値 ●89,000 円 ■31,450 円 ■8,020 円 ■2,950 円

終値 ※107,000 円 ■32,000 円 ■8,990 円 ■3,210 円

（注１）平成 19 年７月期の数値は、平成 19 年５月 25 日現在のものであります。 

（注２）△印は、平成 15年７月 31 日を基準日とした１：1.1 の株式分割による調整後の株価で

あります。 

（注３）●印は、平成 15年７月 31 日を基準日とした１：1.1 ならびに平成 16 年１月 31 日を基

準日とした１：2.1 の株式分割による調整後の株価であります。 

（注４）※は、平成 15 年７月 31 日を基準日とした１：1.1、平成 16 年１月 31 日を基準日とし

た１：2.1、ならびに平成 16 年７月 31 日を基準日とした１：3.1 の株式分割による調

整後の株価であります。 

（注５）■は、平成 15 年７月 31 日を基準日とした１：1.1、平成 16 年１月 31 日を基準日とし

た１：2.1、平成 16 年７月 31 日を基準日とした１：3.1、平成 17 年１月 31 日を基準日

とした１：1.1、ならびに平成 17 年７月 31 日を基準とした１:２の株式分割による調整

後の株価であります。 

 

（３）過去３決算期間の株価収益率等の推移 

 平成 16 年７月期 平成 17 年７月期 平成 18 年７月期 

１株当たり当期純利益 5,753.17 円 2,471.44 円 ▲5,627.09 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 － 円 400 円 － 円 

実 質 配 当 性 向 － ％ 16.2 ％ － ％ 

株  価  収  益  率     18.6 倍 12.9 倍     － 倍 

株 主 資 本 利 益 率 8.0 ％ 7.0％ － ％ 

株 主 資 本 配 当 率 － ％ 1.5％ － ％ 

（注１） 株価は株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場

におけるものであります。 

（注２） 株価収益率は決算期末の株価を決算期末の１株当たり当期純利益で除したものであり
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ます。 

（注３） 株主資本利益率は、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）で除したものであります。 

（注４） 平成 18 年７月期の株価収益率ならびに株主資本利益率につきましては、当期純損失と

なったため記載しておりません。 

 

４．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（平成 19 年５月 25 日）の発行済株

式総数に対する潜在株式数の比率は14.3％になる見込であります。但しそのうち4.1%

については希薄化効果を有しておらず、実質的には 10.2%であります。 

（注）  潜在株式数の比率は、既に発行されている新株予約権が全て権利行使された場

合に発行される株式数及び今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権が、全て当初の転換価額で権利行使された場合に発行される株式数を

直近の発行済株式総数で除した数値であります。 

 

５．転換社債型新株予約権付社債の割当先及び割当額 

割当予定先の氏名又は名称 ウェル・フィールドキャピタル株式会社 

割当転換社債型新株予約権付社債（額面） 金 200 百万円 

払込金額 金 200 百万円 

住所 東京都中央区日本橋人形町二丁目25番15号

代表者の氏名 酒井 将平 

資本の額 10,000,000 円 

事業の内容 投資業 

割
当
予
定
先
の
内
容 

大株主 ウェル・フィールド証券株式会社（100%） 

当社が保有している 

割当先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当先が保有している 

当社の株式の数 
なし 

取引関係等 該当事項はありません。 

当
社
と
の
関
係 

人的関係等 該当事項はありません。 

（注） 割当予定先の内容及び当社との関係の欄は平成19年４月30日現在のものであります。 



                     

 11

 

６．転換社債型新株予約権付社債発行の日程 

平成 19 年５月 25 日 転換社債型新株予約権付社債発行決議 

平成 19 年５月 25 日 有価証券届出書提出 

平成 19 年６月２日 有価証券届出書効力発生予定日 

平成 19 年６月 11 日 申込期日 

平成 19 年６月 11 日 払込期日 

平成 19 年６月 12 日 新株予約権行使開始日 

平成 21 年６月 11 日 償還期日 

 

 

以  上 


