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第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ 
 
 
 当社は、平成19年6月15日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による新株予約権の発行を決議しま

したので、お知らせ致します。 
 

記 
 
Ⅰ．新株予約権の発行の目的 
 

当社は、平成15年2月に経済産業省から出された「早期事業再生ガイドライン」の趣旨に沿い、様々な問題や、

経営上の悩みを単独では解決できない企業に対し、資本・業務提携に加え、専門性の高い人材を派遣することによ

り、その企業の経営に深く関与する“ハンズオン方式”を用い、さらに“ビジネス・インジェクション（業容拡大）”
により、支援先企業の事業の活性化と企業価値の向上を目指し、活性化支援を手がけて参りました。 
しかしながら、投資先企業の株価の下落などにより、平成18 年 3月期連結会計年度の業績につきましては、売

上高は51,855百万円（前年同期比31.2％増加）と増加しましたが、損益につきましては、営業損失11,970百万円

（前年同期は営業利益2,948百万円）、経常損失13,893百万円（前年同期は経常利益2,802百万円）、当期純損失

18,279百万円（前年同期は当期純利益2,450百万円）と多額の損失を計上致しました。 
 このように、投資先企業の株価状態が当社の業績に大きく影響を与える事業形態を前年度より見直し、財務体質

の改善等で一定の役割を終えた支援先企業につきましては、新たな支援先に保有株式を売却する等により金融機関

からの借入債務を圧縮し、現在はキャピタルゲイン中心の収益から、キャッシュフローを重視した事業収益を確保

する経営目標を掲げ、現在は「医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化支援」などを中心としたメディカル事業

を新たな成長戦略のコアとして位置づけております。 
 当社としましては、前年度より調達した資金を「SRIメディカル1号ファンド」へ出資し、メディカル事業への

展開を進めておりますが、この新たなコア事業を確立するためには、医療ヘルスケア関連法人の不動産を流動化す

るビジネス、地域医療の整備のための更なる投資など、もう一段の投資が必要であります。前年度に主な支援先企

業及び子会社の保有株式を売却することで負債の大幅な削減を図り、金融機関からの借入は解消しておりますが、

一方で更なる投資案件に注力するだけの資金が不足している状況です。 
こうした事業環境の中、当社と致しましてはメディカル事業での新規投資を行い株主様に利益還元を行うべく早

期の黒字化を目指しており、新規投資に必要な資金調達を行う必要性がありましたが、昨年度に大きな損失を計上

している状況の中、新たな一定規模の資金調達を行うには、メディカル事業における当社のスタンスや将来性等に

ついての理解を得ることにかなりの困難が生じておりました。 
こうした中、香港で証券仲介業や投資アドバイザリー等の金融事業を行うSun Hung Kai & Co. Ltd.（以下「Sun 

Hung Kai社」）において、メディカル事業を新たな成長戦略のコアとした当社の事業方向性にご賛同をいただい
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たことから、今回の新株予約権の発行を決議させていただいた次第であります。Sun Hung Kai社は、香港証券取

引所に上場している会社であり、そのグループ内には、中国、オーストラリア等グローバルでメディカル事業を展

開している会社を包含しており、当社とのシナジー効果が見込まれること、および金融事業を行うSun Hung Kai
社と強力なパートナー関係を構築することで、今後の安定的な資金調達が図れるものと考えております。 

 
本新株予約権は、行使価額が固定価額ではなく、上限行使価額を当初行使価額に設定し下限行使価額まで変動す

る仕様の内容となっております。このような条件となっているのは、上記のように、Sun Hung Kai社及びそのグ

ループのもつ金融や事業におけるノウハウ、人的支援を 大限に発揮していただくこと、当社のメディカル事業を

中心とした企業価値向上に貢献していただくこと、及び長期的に当社株式を保有していただくことを目的とし、役

員派遣等も視野に入れており、中長期的な事業パートナーとして考えているためであります。また、権利行使によ

って発行される株式数は当初より確定しており、行使価額の修正によって変動することはございません。 
こうした経緯により、今回の資金調達方法として行使価額が変動する仕様の新株予約権の発行を決議させていた

だきましたが、Sun Hung Kai社の新株予約権の行使が進み安定的な大株主となっていただくことにより、当社は

これまで以上にメディカル事業の拡充が図れ、早期の黒字化のためにも好ましい選択と考えております。株主の皆

様には強いご理解を賜りたく存じ上げます。 
 
Ⅱ．新株予約権発行要領 

(1) 新株予約権の名称 ジェイ・ブリッジ株式会社 第8回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

(2) 新株予約権の目的となる

株式の種類及び数 
(1)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する。 

  (2) 本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこ 

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又は

処分を「交付」という。）する数は、1,000株とする（以下「割当株式数」

という。）。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株

予約権の総数を乗じた数とする。 

但し、第(3)項ないし第(5)項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。 

  (3) 当社が第(4)項の規定に従って行使価額（以下に定義する。）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。但し、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び

調整後行使価額は、第(4)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とす

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 
 

  (4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第(10)項第(5)号及び

第(8）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。 

  (5）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並び

にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必

要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、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。 

(3) 本新株予約権の総数 80,000個(当社普通株式80,000,000株に相当) 

(4) 各本新株予約権の払込金

額 
新株予約権１個につき金5,000円 
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(5) 新株予約権の払込金額の

総額 
金400,000,000円 

(6) 申込期間 平成19年6月29日（金）から平成19年７月2日（月） 
(7) 割当日及び払込期日 平成19年7月2日（月） 
(8) 募集の方法及び割当先 第三者割当の方法により、全てSun Hung Kai & Co. Ltdに割当てる。 
(9) 本新株予約権の行使に際

して出資される財産の価

額又はその算定方法 

(1）本新株予約権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。）に行使請求にかかる本新株予約権の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株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初85円（以下

「当初行使価額」という。）とする。 

(10) 行使価額の修正及び調整 (1）行使価額は、平成19年７月３日以降、平成24年７月２日まで、毎暦月の

第１金曜日及び第３金曜日（但し、当該日が取引日でない場合は直前の取引

日。以下「行使価額修正日」という。）を 終日（当日を含む。）とする５

連続取引日（但し、当社普通株式の終値（気配値を含む。）が報告されない

日を除く。以下当該連続取引日を「時価算定期間」という。）の、株式会社

東京証券取引所における毎日の当社普通株式の終値（気配値を含む。）の平

均値の90％に相当する金額（円位未満は切り上げる。）に修正され（以下本

号により修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）、当該修正後

行使価額は、当該行使価額修正日の翌取引日以降適用される。 

 本新株予約権の発行要項において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所

が開設されている日をいう。 

  (2）本項第(1)号に関らず、当社が本新株予約権の取得の為、第(13)項(2)号に

基づき通知又は公告を行った場合、本新株予約権者が当該通知を受領した日

又は公告がなされた日以降（当該通知を受領した日又は公告がなされた日を

含む。）の修正後行使価額は、行使請求日の直前の取引日までの３連続取引

日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

値の単純平均値の110％に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、

小数第１位を切捨てる。）とする。 

  (3）本項第(1)号又は第(2)号による算出の結果、修正後行使価額が45円（但し、

行使価額の調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る場合に

は、修正後行使価額は下限行使価額とし、85円（但し、行使価額の調整を受

ける。以下「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正後行使価額

は上限行使価額とする。 

  (4)当社は、本新株予約権の割当後、本項第(5)号に掲げる各事由により当社は 

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「行使価額調整式」という。）をもって行使価額 

を調整する。 

       既発行普通 交付普通株式数×１株当たりの払込金額  

調 整 前 株式数 

＋

時価 調 整 後

行使価額
＝

行使価額

×

既発行普通株式数＋交付普通株式数  
 

  (5）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及びその

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(7)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
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付する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付

株式の取得と引換えに交付する場合又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。以下本号において

同じ。）その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられている

ときは当該払込期間 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、当社

普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

  ②株式分割又は無償割当て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、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、

当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当て

について当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない場

合又は株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合

は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

  ③本項第(7)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

する旨の定めがある取得請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行する

場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(7)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その他の証券

若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株

式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行

使されて当社普通株式が交付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（新株予約権の場合は割当日、また無償

割当ての場合は効力発生日の翌日）以降、これを適用する。ただし、普通

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以

降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券

又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、

当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項

付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点

の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付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、当該対価が確定した日の翌日以

降、これを適用する。 

  ④当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付

株式、新株予約権その他の証券若しくは権利（本号④において、以下「取

得請求権付株式等」と総称する。）の当初発行条件に従って当社普通株式

１株あたりの対価（本号④において、以下「取得価額等」という。）の下

方修正等が行われ（本号乃至第(8)号と類似の希薄化防止条項に基づく調

整の場合を除く）、当該下方修正等がなされた後の当該取得価額等が、当

該修正が行われる日（本号④において、以下「修正日」という。）におけ

る本項第(7)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

    (i) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(5)号③による行使価額の調整が
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修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存す

る取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行

使され当社普通株式が交付されたものとみなして本項第(5)号③の規定

を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降、これを適用する。 

    (ii)当該取得請求権付株式等に関し、本項第(5)号③または上記(i)による行

使価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得

請求権付株式等の全てを修正日時点の条件で転換、交換または行使され

当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式

数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるとき

には、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付

普通株式数」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、

修正日の翌日以降、これを適用する。なお、１か月間に複数回の取得価

額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された

取得価額等のうちの も低いものについて、行使価額調整式を準用して

算出するものとし、当該月の末日の翌日以降、これを適用する。 

なお、ここで完全希薄化後普通株式数とは、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、当該行使価額の調整以前に、

本号乃至第(9)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式

のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする

（当該行使価額の調整において本号ならびに次号に基づき「交付普通株

式数」に該当するものとみなされることとなる当社普通株式数を含む。）。 

  ⑤本号③及び④における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に

際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行

使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の

財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社

普通株式の数で除した金額をいう。 

   ⑥本号①乃至④の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための

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

又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は、本号①乃至

④にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、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取引の承認が

あった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、調整前行

使価額により当該期間内に交付された当社普通株式に加え、次の算出方法に

より得られた当社普通株式を交付するものとする。 

  
（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

付された当社普通株式数 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る。 

 

  (6）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との

差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、
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その後の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。 

  (7）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数

第１位を切捨てる。 

   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１位まで算出し、小数第１位を切捨てる。 

    ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日（基準日を定めな

い場合は効力発生日）がある場合はその日、基準日（基準日を定めない

場合は効力発生日）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の数を控除した数とする。また、本項第(5)号②の基

準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数

を含まないものとする。 

  (8)本項第(5)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、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社と

する吸収分割、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又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。 

  (9)行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使

価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予

約権者に通知する。 

(11) 新株予約権の行使期間 平成19年７月３日から平成24年７月２日（本新株予約権が取得される場合、

取得される本新株予約権については、当該取得日の前営業日）までとする。な

お、行使期間 終日が営業日でない場合はその前営業日を 終日とする。 

(12) 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ものとする。 

(13) 自己の新株予約権の取

得の事由及び取得の条

件 

(1) 当社は、当社が消滅会社となる吸収合併および株式交換または株式移転に

より他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合

には、当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を、新株予約権１

個につきその払込価額と同額を対価として支払うことにより、取得するこ

とができるものとする。 

(2) 当社は、取締役会が、本新株予約権を取得することを決議した場合は、割

当先の承諾を得ることを条件に、当社取締役会で定める取得日の2週間前

までに通知または公告したうえで、かかる取得日に、その時点において残
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存する本新株予約権の全部を新株予約権１個につきその払込価額と同額

を対価として支払うことにより、取得することができるものとする。 

(14) 新株予約権の譲渡に関

する事項 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

(15) 本新株予約権の行使に

より株式を発行におけ

る増加する資本金及び

資本準備金 

(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、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定

める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(16) 本新株予約権証券の発

行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り、記名式新株予約権証券を発行す

る。本新株予約権者は、本新株予約権について、無記名式の新株予約権証券の発

行を請求することはできない。 

(17) 本新株予約権の払込金

額及びその行使に際し

て出資される財産の価

額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の

株価、売買出来高、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ）等を考慮して、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果

を参考に、公正な価額であると判断した、金5,000円を本新株予約権の1個当た

りの払込金額とした。 

また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、第(9)項記載のと

おりとし、行使価額は当初、平成19年５月22日から平成19年６月11日までの株式

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終値の平均値の90.88％
とした。 

(18) 新株予約権の行使の方

法 

（1）本新株予約権の行使請求受付事務は、第(20)項記載の行使請求の受付場所（以

下、「行使請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

（2）①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下、

「行使請求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権を表示し、その

行使に係る新株予約権の内容及び数、新株予約権を行使する日等を記載して、

これに記名捺印した上、行使可能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本新株予約権を行使しようとする場合、行使請求書の提出に加えて、本新

株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を第(21)項記載の行

使請求の払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。 

    ③行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出した者は、その後これを

撤回することはできない。 

（3）本新株予約権の行使の効力は、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所

に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全額が前

(2）号②に定める口座に入金された日又は本新株予約権を行使する日として

行使請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日に発生する。 

(19) 株券の交付方法 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。ただし、

単元未満株式については株券を発行しないものとする。 

(20) 行使請求受付場所 ジェイ・ブリッジ株式会社 本社 

(21) 払込取扱場所 中央三井信託銀行株式会社 本店営業部 

(22) その他 (1)その他本新株予約権発行に関して必要な事項は、当社代表取締役社長に一

任する。 

(2)本新株予約権の発行については、証券取引法に基づく届出の効力発生を条
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件とする。 

(3)会社法その他法令の改正等により、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。 

 

（注）新株予約権の払込金額の決定方法 
    第三者の専門機関（公認会計士を含む）により、平成19年６月13日時点における当社の新株予約権の公正な

評価単価を算定して頂いております。 

具体的には、本新株予約権の発行要項、オプションの満期までの期間、算定時点における株価、株価変動性（ボ 

ラティリティ）等の基礎数値を基に、一般的に新株予約権の価値評価に使用されるモンテカルロ・シミュレーシ

ョン手法を用いて算定が行われております。※1 

 

※1： 確率論的なインプット変数に対して、アウトプット変数の分布を乱数により測定するシミュレーション手法 

 

（注）新株予約権の当初行使価額の決定方法 

    本新株予約権の当初行使価額は、本新株予約権の算定時点を基準に、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終値及び出来高が一定で平均化している平成19年５月22日から平成19年６月11日までの

終値の平均値である93.53円の90.88%として85円と算定いたしました。 

 
（注）新株予約権の行使の方法 

    本新株予約権の行使方法について、当社と割当先との間において特段制限を設けておりません。 

 
Ⅲ．割当先の概要 

名      称  Sun Hung Kai & Co. Ltd. 
所  在  地 Level 12 One Pacific Place 88 Queensway 

Hong Kong  
代表者の役職・氏名  Lee Seng Huang 
主 な 事 業 内 容  金融事業 

当社が保有 
している割 
当先の株式 
の数 

該当事項なし 

出資関係 
割当先が保 
有している 
当社の株式 
の数 

該当事項なし 

取 引 関 係  該当事項なし 

当社との関係 

人 的 関 係  該当事項なし 
 

（注） １． 上記割当先の株式保有については中長期保有の方針と伺っております。 
 ２． 上記割当先において当社株式を中長期にて保有して頂けることを、当該割当先の選定理由

の一つとしております。 
 ３． 上記割当先に、当社役職員は出資および投資しておりません。 
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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 

今回実施する新株予約権の発行及びその行使により発行する新株式による調達資金については、現在当社が成

長戦略の主軸として位置づけております「医療・介護福祉周辺事業の活性化支援」などを中心とした「医療・ヘ

ルスケア事業」への投資資金として、ファンドや直接投資にて使用する予定です。具体的には、医療ヘルスケア

関連法人の不動産を流動化するビジネス、地域医療の整備を目的としたメディカル関連企業のＭ＆Ａ等を計画し

ています。   
（2）業績に与える見通し 

今期業績に与える影響は、確定次第お知らせ致します。 
 
2．株主への利益配分等 

当社は株主様にとっての収益性、当社の今後の収益予想、財務体質の強化等を十分考慮し、かつ長期的視野に 
立ち、将来の事業展開に見合った配当政策を行って参ります。 
 当社は、平成19 年5 月25 日の開示で「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にてお知らせ

致しましたが、平成19年6月28日開催を予定している当社第87回定時株主総会での承認可決を条件として、

資本金及び資本準備金を減少し、繰越利益剰余金（欠損金）の解消を行う予定です。 

当社といたしましては、欠損金を解消し、今回の新株予約権の発行により調達する資金をメディカル事業に投  

資することで、早期に黒字化を実現し十分な剰余金を確保することで、株主様への利益配分を実現することが期   

待できると考えております。 

 
 
3．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）エクイティ・ファイナンスの状況 

年 月 日 増 資 額 増資後資本金 摘要 調達資金の使途実績 

平成16年3月31日
60,000 
(千円) 

1,462,790 
（千円） 

円建転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権の行使 
当初予定した通り、事業運営

資金に使用しております。 

平成16年4月－7月
1,420,000 

(千円) 
2,172,790 

(千円) 
円建転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権の行使 
当初予定した通り、事業運営

資金に使用しております。 

 
平成16年8月11日

 

2,505,000 
(千円) 

3,425,290 
(千円) 

有償第三者割当増資 
発行株式数 334万株 
発行価額    750円 
資本組入額  375円 

当初予定した通り、不動産賃

貸業への投資資金として使

用しております。 

平成16年10月－ 
平成17年9月 

1,707,600 
(千円) 

4,279,390 
(千円) 

ストックオプション、第三者割当によ

る新株予約権の行使 
当初予定した通り、企業活性

化投資への投資資金として

使用しております。 

 
平成17年9月22日

 

8,621,600 
(千円) 

8,590,190 
(千円) 

有償第三者割当増資 
発行株式数 520万株 
発行価額  1,658円 
資本組入額  829円 

当初予定した通り、企業活性

化投資への投資資金として

使用しております。 

平成18年7月20日
－ 

(千円) 
－ 

(千円) 

平成21年7月20日満期 
無担保転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使はありません。 

当初予定した通り、企業活性

化投資への投資資金として

使用しております。 

平成17年10月 
―平成18年9月 

149,745 
(千円) 

8,665,286 
(千円) 

ストックオプション、 
第三者割当による新株予約権の行使 

当初予定した通り、事業運営

資金に使用しております。 
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平成18年10月 
－平成19年2月 

1,225,000 
(千円) 

9,890,286 
(千円) 

2008 年満期ユーロ円建無担保転換社

債の新株予約権の行使 
当初予定した通り、メディカ

ル事業への投資資金として

使用しております。 

 
平成19年3月16日

 

1,998,139 
（千円） 

10,889,355 
（千円） 

有償第三者割当増資 
発行株式数 1,537万株 
発行価額  130円 
資本組入額  65円 

 
－ 

 

   （注）平成19年3月16日のエクイティ・ファイナンスは、平成18年7月20日に発行した無担保転換社債型新株予約権付社    
      債を現物出資としたデット・エクイティ・スワップによる有償第三者割当増資であり、新たな現金による払込はありませ

んでした。 
 
（2）過去3決算期の時価等の推移 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

始 値 80円 184円 1,386円 940円

高 値    240円 1,413円 2,115円 1,240円

安 値    70円 156円 705円 115円

終 値    184円 1,346円 930円 127円

株価収益率     ―倍 38.27倍 23.26倍 ―倍 

 （注） 株価収益率は、平成16年3月期および平成19年3月期については当期損失のため、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 
    今回のファイナンスの実施による潜在株式数および発行済株式総数に対する比率は以下のとおりであります。 
    発行決議時点（平成19年6月15日） 
    潜在株式数                     80,000,000株 

  発行済株式総数に対する潜在株式数比率            48.5％ 
  （注）潜在株式数の比率は、本新株予約権が全て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。 
 
（2）新株予約権の発行日程（予定） 
 平成19年６月15日   新株予約権発行取締役会決議 
           有価証券届出書提出 
      ６月23日   有価証券届出書効力発生（予定） 
      ６月29日から７月２日  申込期間 
      ７月２日   割当日 
      ７月２日   払込期日 
      ７月３日   新株予約権行使開始日 
 

 
以  上 

 
 

 


