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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（転換価額修正条項付） 

の発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 12 月 7日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による第１

回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）45 億円（以下、「第１回債」とい

う。）及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）70 億円（以下、「第

２回債」という。第１回債と併せて「本新株予約権付社債」という。）の発行を行うことについて

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

本新株予約権付社債は、当社の大株主であるイグナイト BB 投資事業有限責任組合を設立したイ

グナイト・グループが別途設立する Ignite Capital Management LLC に全額割り当られ、本新株予

約権付社債により調達する資金は、総務省による当社グループの「2.5GHz 帯の周波数を使用する

特定基地局の開設計画」の認定を前提として、当社子会社である株式会社アッカ・ワイヤレスへの

出資を通じ、WiMAX（IEEE 802.16 規格による通信方式）事業に係わる設備投資及び事業運営資金

に充当されます。本新株予約権付社債には、既存株主価値の希薄化懸念を 小限に抑えるための条

件を付す予定であるほか、第２回債については、払込期日後１年間の転換制限を設定する旨割当先

からの合意を得る予定であり、市場の需給に十分に配慮します。また、イグナイト・グループは、

当社に対する継続的な支援の一環として本新株予約権付社債の買取を実行いたします。 

 

本新株予約権付社債の割当先であるイグナイト・グループは、当社の WiMAX 事業の立上げを資金

面から支援しつつ、同時に情報通信社会を変革する本事業の推進に関し広く戦略投資家や出資者を

募ることにより、当社の経営及び財務基盤の安定化の中心的な役割を果たし、当社を支援していく

方針を示しています。 

 

当社としましては、本新株予約権付社債の発行により現在申請中の当社グループの WiMAX 事業計
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画において、総務省により開設計画が認定された場合に備え、資金面により事業の実行可能性を確

実なものにできるものと確信しています。また、今後も継続してイグナイト・グループの支援の下、

安定的な資本関係を構築することにより、当社グループの企業価値の向上を図っていく所存です。 

 

なお、本新株予約権付社債は資金使途の全額を子会社への出資を通じた WiMAX 事業関連設備投資

資金とすることから、株式会社アッカ・ワイヤレスが WiMAX 事業に関する開設計画の認定を取得で

きなかった場合には、本新株予約権付社債全額を繰上償還する予定です。 

 

 

記 

 

I. 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 

１. 募 集 社 債 の 名 称 株式会社アッカ・ネットワークス第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 の 総 額 金 45 億円（額面総額 45 億円） 

３． 各 募 集 社 債 の 金 額 金 5000 万円の１種 

４． 各募集社債の払込金額 金 5000 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 日 平成 19 年 12 月 27 日 

９． 発 行 地 香港 

10. 本 社 債 の 払 込 期 日 平成 19 年 12 月 27 日 

11. 本新株予約権の割当日 平成 19 年 12 月 27 日 

12.  募集の方法  

第三者割当ての方法により、全額を Ignite Capital Management LLC 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については、社債管理者は設置されない。 

15.  財務上の特約 

当社が発行した又は今後発行する他の社債に当社又は当社子会社が担保権を設定す
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る場合には、本社債のためにも同順位の担保権を設定する。当社は、本新株予約権付

社債の発行から６ヶ月の間、増資を行わないものとする。また、当社は毎事業年度末

の株主資本を、直前事業年度末又は平成 18 年 12 月末日に終了する事業年度末の株主

資本のいずれか大きいほうの 80％未満に減少させないものとする。 

16.  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かつ無条件の一般債務であり、

本社債相互の間において、かつ法令において別段の定めがある場合を除き当社の他の

無担保の社債との間で、成立の日の前後その他の理由により優先又は劣後することな

く、同順位である。 

17.  償還の方法及び期限 

(1) 本社債は、平成 23 年 12 月 27 日（以下「償還期限」という。）にその総額を額面金額

の 100％で償還する。但し、繰上償還に関しては、本項第(2)号乃至第(4)号に定める

ところによる。 

(2) 当社の選択による繰上償還 

① 当社は、本新株予約権付社債の発行日以後（当日を含む。）平成 23 年 11 月 27 日

まで（当日を含む。）の間、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、30 日以上 60 日以内の事前の通知を行ったうえで、残存する本社債の全部又

は一部を、額面金額に 1.41%を乗じ、本新株予約権付社債の発行日から（当日を含

まない。）当該繰上償還日まで（当日を含む。）の期間中の日数を 360 で除した数を

さらに乗じて得られる金額と額面金額の105％の価額の合計金額（但し、55,000,000

円を上限とする。）で繰上償還することができる。 

② 本新株予約権付社債の発行日以後（当日を含む。）平成 20 年１月 20 日まで（当

日を含む。）の間に、株式会社アッカ・ワイヤレス（以下「アッカ・ワイヤレス」

という。）以外の２名の者に対し、2.5ＧＨz帯の周波数を使用する特定基地局の開

設計画の認定を行う旨の公表が総務省により行われた場合、当社はその選択により、

当該公表が行われた日の翌日以後５営業日（以下に定義する。）以内に本新株予約

権付社債の社債権者に対して通知を行うことにより、当該公表の日から 10 営業日

目に、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額で繰上償還することが

できる。また、平成 20 年１月 20 日までに、総務省がいかなる者に対しても同計画

の認定を行わなかった場合、当社はその選択により、本新株予約権付社債の社債権

者に対して、平成 20 年 1月 21 日から同月 25 日までの間に通知を行ったうえで、

平成 20 年１月 31 日において、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価

額で繰上償還することができる。 

本要項において「営業日」とは、東京において銀行が通常業務のために営業して

いる日であって、土曜、日曜及び国民の休日を除いた日をいう。 

(3) 繰上償還事由発生時の繰上償還 

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、繰上償還事由（以

下に定義する。）が発生した場合、その選択により、当社に対して所定の様式で通知

を行い、当該通知において平成 23 年 11 月 27 日まで（当日を含む。）のいずれかの日

を償還日（当該通知の日から 30 日目以降 60 日目までのいずれかの営業日とする。）

として指定のうえ、当該償還日の５日前までに繰上償還を請求しようとする本新株予

約権付社債券を当社に提出することにより、当該償還日に、その保有する本社債の全

部又は一部を以下に述べる償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権
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利を有する。 

 「繰上償還事由」とは、①当社普通株式の証券取引所（以下に定義する。）におけ

る上場廃止若しくは上場廃止の公表（直ちに他の金融商品取引所に再上場等がなされ

る場合を除く。）、②当社普通株式の証券取引所における５連続営業日（証券取引所が

開設されている日に限る。）を超える取引停止又はかかる取引停止の公表、③（ⅰ）

当社の他の者との合併（当社が存続会社である場合を除く。）、（ⅱ）当社の株主総会

における株式交換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限

る。）の承認決議の採択、（ⅲ）当社の株主総会における会社分割の承認決議の採択、

（ⅳ）当社以外の者（以下「公開買付者」という。）により当社普通株式の公開買付

けが行われ、公開買付者が保有する当社普通株式を除く当社普通株式の全てが公開買

付者に譲渡されることとなる場合、（ⅴ）本新株予約権付社債の社債権者が事前に書

面で承諾した場合を除き、当社の主要子会社（以下に定義する。）の（a）当社若しく

は当社の子会社以外の者との合併、（b）当社若しくは当社の子会社以外の者に対する

資産の 50％以上の譲渡若しくは移転、又は（c）当社の子会社でなくなること、④当

社の国営化、⑤当社若しくは当社及び当社子会社全体の財務上、営業上その他の状況、

当社の本新株予約権付社債に係る義務の履行能力、若しくは本新株予約権付社債に係

る権利の有効性及び執行可能性に重大な悪影響を及ぼすと本新株予約権付社債の社

債権者が合理的に考える事象の発生、⑥（ⅰ）他の者による当社の議決権の３分の１

を超える支配、（ⅱ）当社の他の者（当社の完全子会社を除く。）との合併、若しくは

他の者（当社の完全子会社を除く。）への当社の 50％以上の資産の譲渡、又は（ⅲ）

当社による上記（ⅰ）若しくは（ⅱ）に係る契約の締結、⑦当社普通株式の証券取引

所における普通取引の終値が５連続取引日（以下に定義する。）において下限転換価

額（以下第 19 項第(4)号①及び②に定義する。）を下回った場合、⑧本新株予約権付

社債の発行日以降における、当社若しくは当社及び当社子会社全体の事業の重大な変

更（本項第(2)号②記載の総務省による事業計画の認定に関連する変更を除く。）又は

⑨本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したにもかかわらず、当社が

当社普通株式の株券の交付義務を履行せずに３営業日が経過した状態、若しくは当社

による本要項に定める株券の交付義務を遵守しない旨の意思表示とする。 

上記償還に適用される償還金額は、額面金額と、額面金額に 2.86％を乗じ、発行

日から（当日を含まない。）当該繰上償還日まで（当日を含む。）の期間中の日数を

360 で除した数をさらに乗じて得られる金額との合計金額（但し、55,000,000 円を上

限とする。）とする。 

「主要子会社」とは、アッカ・ワイヤレス、及び、当社の子会社のうち直近の連結

財務諸表において、その営業利益及び総資産の額が、当社及び連結子会社の営業利益

及び総資産の合計額のそれぞれの５％以上を占めるものをいう。 

本要項において、「証券取引所」とは、株式会社ジャスダック証券取引所（又は株

式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式が取引されなくなった場合に

は、当社普通株式が取引される他の主要な金融商品取引所）をいう。 

(4) 本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還 

①本新株予約権社債の発行日以後（当日を含む。）平成 20 年１月 20 日まで（当日を

含む。）の間に、アッカ・ワイヤレス以外の２名の者に対し、2.5ＧＨz帯の周波数

を使用する特定基地局の開設計画の認定を行う旨の公表が総務省により行われた

場合、本新株予約権付社債の社債権者はその選択により、当該公表が行われた日の
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翌日以後５営業日以内に当社に対して通知を行い、当該公表の日から 10 営業日目

に、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額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。また、平成 20年１月 20 日までに総務省がい

かなる者に対しても同計画の認定を行わなかった場合、本新株予約権付社債の社債

権者はその選択により、当社に対して平成 20 年 1月 21 日から同月 25 日までの間

に通知を行ったうえで、平成 20 年１月 31 日において、残存する本社債の全部をそ

の額面金額の 100％の価額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。 

②本新株予約権付社債の社債権者は、平成 23 年６月 27 日（当日を含む。）以降、そ

の選択により、当社に対して所定の様式で通知を行い、当該通知において平成 23

年 11 月 27 日まで（当日を含む。）のいずれかの日を償還日（当該通知の日から 30

日目以降 60 日目までのいずれかの営業日とする。）として指定のうえ、当該償還日

の５日前までに繰上償還を請求しようとする本新株予約権付社債券を当社に提出

することにより、当該償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を、額面金額

の 110％の価額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。 

(5) 買入消却 

当社又は当社の子会社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約

権付社債を買い入れ、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。 

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 90 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「交付」という。）する数は、行使請

求に係る本社債の払込金額の総額を本項第(3)号記載の転換価額（但し、本項第(4)

号乃至第(10)号によって修正又は調整された場合は修正又は調整後の転換価額）で除

して得られる数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づ

いて現金により精算する。 

(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、本新株予約権付社債の発行決議日（同日は含まない。）後２連続

取引日の各取引日の証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重

平均価格（以下「VWAP」という。）の平均値（１円未満の端数は切捨てる。）とする。

なお、転換価額は、本項第(4)号乃至第(10)号により修正又は調整される。 

本要項において、「取引日」とは、証券取引所が開設されている日をいう（但し、

当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）のない日を除く。）。 

(4) 転換価額の修正 

① 平成 20 年３月 14 日、同年６月 13 日、同年９月 12 日又は同年 12 月 12 日（但し、

取引日でない場合には、直前の取引日とする。以下本号①において「決定日」とい
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う。）の翌営業日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の 30 連続取引日

（以下「時価算定期間」という。）の証券取引所における当社普通株式の普通取引

の各取引日の終値の平均値（円位未満を切捨てる。以下「修正後転換価額」という。）

に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後転換価額が決定日において適用の

ある転換価額を上回るときには、転換価額は、決定日における修正後転換価額が当

該決定日に適用のある転換価額の 130％以上である場合にのみ修正される。但し、

本号①に基づく算出の結果、修正後転換価額が当初転換価額の 50％（以下「下限

転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を下回

る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額

の 150％（以下「上限転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による

調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とし、さらに、

修正後転換価額が決定日における証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値を上回る場合には、修正後転換価額は当該終値の金額とする。なお、時価算定

期間内に、本項第(5)号乃至第(10)号で定める転換価額の調整事由が生じた場合に

は、修正後転換価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

② 平成 21 年１月２日を初回として、以降２週間毎の金曜日（但し、取引日でない

場合には、直前の取引日とする。以下本号②において「決定日」という。）の翌営

業日後、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の２連続取引日（以下本号②に

おいて「時価算定期間」という。）の証券取引所における当社普通株式の普通取引

の各取引日の VWAP の平均値の 95％に相当する金額（円位未満を切捨てる。以下本

号②において「修正後転換価額」という。）に修正される。但し、かかる算出の結

果、修正後転換価額が平成 20 年 12 月 27 日（但し、同日が取引日でない場合には、

同日の直前の取引日）の証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％

（但し、50,000 円を下回る場合には 50,000 円とする。以下本号②において「下限

転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を下回

る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が同日の当社普

通株式の終値の 150％（以下本号②において「上限転換価額」という。但し、本項

第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は

上限転換価額とする。なお、時価算定期間内に、本項第(5)号乃至第(10)号で定め

る転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本要項に従い当社が

適当と判断する値に調整される。 

(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・処分  

普通株式数 
× 

１株あたりの 

払込金額 
既発行 

普通株式数 

 

＋
時 価 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
×

既発行普通株式数  ＋  発行・処分普通株式数 

 

(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払込金額をもって当社普通株式を交付する場合
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（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。）  

調整後の転換価額は、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 

調整後の転換価額は、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(8)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(8)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。） 

調整後の転換価額は、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転換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、調整後の転換価額は、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転換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 本号①乃至③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③にかかわらず、調整後の

転換価額は、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、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

内に交付された当社普通株式数
 

株式数＝ 
調整後転換価額 
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この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。 

(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

を切捨てる。 

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位を切捨てる。 

③ 転換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、また、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数を控除した

数とする。また、本項第(6)号②の基準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。 

(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、必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、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又は当社を

完全親会社とする株式交換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

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(4)号乃至第(9)号により転換価額の修正又は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、修正前又は調整前の転換価額、修正後又

は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、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。 

(11) 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年 12 月 27 日から平成 23 年 12 月 26 日（行使請求受付場所現地時間）までと

する。但し、当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の１営業日前の日

までとする。本社債が繰上償還される場合は、償還金額が全額支払われるまでの間、

期限の利益の喪失の場合には、残存する本新株予約権付社債に係る償還金額が当社に

より全額支払われるまでの間、本新株予約権を行使することができる（いずれの場合

も、平成 23 年 12 月 27 日（行使請求受付場所現地時間）（当日を含む。）以後本新株

予約権を行使することはできない。）。 

(12) 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。 

(13) 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 
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取得の事由及び取得の条件は定めない。 

(14) 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及び資本準

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の額を減じた

額とする。 

(15) 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、当初の転換価額は発行決議日（同日は含まない）後２連

続取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の

VWAP の平均値の 100%に相当する金額とした。 

(16) 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(11)号記

載の行使請求期間中に本項第(19)号記載の行使請求受付場所に提出しなければなら

ない。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。 

(17) 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(11)号記載の行使請求期間

中の営業日に本項第(19)号記載の行使請求受付場所に到着した日（以下「効力発生日」

とする。）に発生する。但し、行使請求に必要な書類の全部が当該日の正午（東京時

間）までに行使請求受付場所に到着しなかった場合には、翌営業日を効力発生日とす

る。 

(18) 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生日（同日を含まない。）から３営業日後の日に株券を交

付する。但し、会社法その他の適用法令に基づき株券が不発行とされる場合には、株

券の交付を要しない。 

(19) 本新株予約権の行使請求受付場所 

当社財務経理部 

20.  償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

当社財務経理部 

21. 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。 
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22. 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) 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。 

 

II. 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 

１. 募 集 社 債 の 名 称 株式会社アッカ・ネットワークス第２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 の 総 額 金 70 億円（額面総額 70 億円） 

３． 各 募 集 社 債 の 金 額 金 5000 万円の１種 

４． 各募集社債の払込金額 金 5000 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 本社債の額面金額に対して年率2.0％とする（本社債の利息は、

平成 20 年 12 月 27 日以降はこれを付さない。）。 

８． 申 込 期 日 平成 19 年 12 月 27 日 

９． 発 行 地 香港 

10. 本 社 債 の 払 込 期 日 平成 19 年 12 月 27 日 

11. 本新株予約権の割当日 平成 19 年 12 月 27 日 

12.  募集の方法  

第三者割当ての方法により、全額を Ignite Capital Management LLC 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については、社債管理者は設置されない。 

15.  財務上の特約 

当社が発行した又は今後発行する他の社債に当社又は当社子会社が担保権を設定す

る場合には、本社債のためにも同順位の担保権を設定する。当社は、本新株予約権付

社債の発行から６ヶ月の間、増資を行わないものとする。また、当社は毎事業年度末

の株主資本を、直前事業年度末又は平成 18 年 12 月末日に終了する事業年度末の株主

資本のいずれか大きいほうの 80％未満に減少させないものとする。 

16.  本社債の地位 
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本社債は、本要項に従って強制執行可能な当社の直接かつ無条件の一般債務であり、

本社債相互の間において、かつ法令において別段の定めがある場合を除き当社の他の

無担保の社債との間で、成立の日の前後その他の理由により優先又は劣後することな

く、同順位である。 

17. 利息支払の方法及び期限 

本社債は、平成 19 年 12 月 27 日（同日を含む。）から平成 20 年 12 月 27 日（同日を

含まない。）までの期間につき、年 2.0％の利率による利息を付し、平成 20 年３月 27

日、平成 20 年６月 27 日、平成 20 年９月 27 日及び平成 20年 12 月 27 日に、各四半

期分が後払いされるものとする。本社債の利息の支払いにつき１年以外の期間につき

計算する必要があるときは、１年を 360 日として実日数により日割計算する。 

18.  償還の方法及び期限 

(1) 本社債は、平成 23 年 12 月 27 日（以下「償還期限」という。）にその総額を額面金額

の 100％で償還する。但し、繰上償還に関しては、本項第(2)号乃至第(4)号に定める

ところによる。 

(2) 当社の選択による繰上償還 

① 当社は、本新株予約権付社債の発行日以後（当日を含む。）平成 23 年 11 月 27 日

まで（当日を含む。）の間、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、30 日以上 60 日以内の事前の通知を行ったうえで、残存する本社債の全部又

は一部を、（ⅰ）その額面金額の 105％の価額と、（ⅱ）（a）発行日以後平成 20 年

12 月 26 日までの期間に行われる償還の場合は零、(b)平成 20 年 12 月 27 日以後に

行われる償還の場合は、額面金額に 1.19%を乗じ、平成 20 年 12 月 27 日から（当

日を含む。）当該繰上償還日まで（当日を含む。）の期間中の日数を 360 で除した数

をさらに乗じて得られる金額との合計金額（但し、かかる合計金額は 54,000,000

円を上限とする。）に未払経過利息を付して繰上償還することができる。 

② 本新株予約権付社債の発行日以後（当日を含む。）平成 20 年１月 20 日まで（当

日を含む。）の間に、株式会社アッカ・ワイヤレス（以下「アッカ・ワイヤレス」

という。）以外の２名の者に対し、2.5ＧＨz帯の周波数を使用する特定基地局の開

設計画の認定を行う旨の公表が総務省により行われた場合、当社はその選択により、

当該公表が行われた日の翌日以後５営業日（以下に定義する。）以内に本新株予約

権付社債の社債権者に対して通知を行うことにより、当該公表の日から 10 営業日

目に、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額で繰上償還することが

できる。また、平成 20 年１月 20 日までに総務省がいかなる者に対しても同計画の

認定を行わなかった場合、当社はその選択により、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、平成 20 年 1月 21 日から同月 25 日までの間に通知を行ったうえで、平

成 20 年１月 31 日において、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額

で繰上償還することができる。 

本要項において「営業日」とは、東京において銀行が通常業務のために営業して

いる日であって、土曜、日曜及び国民の休日を除いた日をいう。 

(3) 繰上償還事由発生時の繰上償還 

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、繰上償還事由（以

下に定義する。）が発生した場合、その選択により、当社に対して所定の様式で通知

を行い、当該通知において平成 23 年 11 月 27 日まで（当日を含む。）のいずれかの日

を償還日（当該通知の日から 30 日目以降 60 日目までのいずれかの営業日とする。）



                    12  
 

 

ご注意： この文書は、当社の第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修

正条項付）及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）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。 

として指定のうえ、当該償還日の５日前までに繰上償還を請求しようとする本新株予

約権付社債券を当社に提出することにより、当該償還日に、その保有する本社債の全

部又は一部を以下に述べる償還金額に未払経過利息を付して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。 

 「繰上償還事由」とは、①当社普通株式の証券取引所（以下に定義する。）におけ

る上場廃止若しくは上場廃止の公表（直ちに他の金融商品取引所に再上場等がなされ

る場合を除く。）、②当社普通株式の証券取引所における５連続営業日（証券取引所が

開設されている日に限る。）を超える取引停止又はかかる取引停止の公表、③（ⅰ）

当社の他の者との合併（当社が存続会社である場合を除く。）、（ⅱ）当社の株主総会

における株式交換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限

る。）の承認決議の採択、（ⅲ）当社の株主総会における会社分割の承認決議の採択、

（ⅳ）当社以外の者（以下「公開買付者」という。）により当社普通株式の公開買付

けが行われ、公開買付者が保有する当社普通株式を除く当社普通株式の全てが公開買

付者に譲渡されることとなる場合、（ⅴ）本新株予約権付社債の社債権者が事前に書

面で承諾した場合を除き、当社の主要子会社（以下に定義する。）の（a）当社若しく

は当社の子会社以外の者との合併、（b）当社若しくは当社の子会社以外の者に対する

資産の 50％以上の譲渡若しくは移転、又は（c）当社の子会社でなくなること、④当

社の国営化、⑤当社若しくは当社及び当社子会社全体の財務上、営業上その他の状況、

当社の本新株予約権付社債に係る義務の履行能力、若しくは本新株予約権付社債に係

る権利の有効性及び執行可能性に重大な悪影響を及ぼすと本新株予約権付社債の社

債権者が合理的に考える事象の発生、⑥（ⅰ）他の者による当社の議決権の３分の１

を超える支配、（ⅱ）当社の他の者（当社の完全子会社を除く。）との合併、若しくは

他の者（当社の完全子会社を除く。）への当社の 50％以上の資産の譲渡、又は（ⅲ）

当社による上記（ⅰ）若しくは（ⅱ）に係る契約の締結、⑦当社普通株式の証券取引

所における普通取引の終値が５連続取引日（以下に定義する。）において下限転換価

額（以下第 20 項第(4)号①及び②に定義する。）を下回った場合、⑧本新株予約権付

社債の発行日以降における、当社若しくは当社及び当社子会社全体の事業の重大な変

更（本項第(2)号②記載の総務省による事業計画の認定に関連する変更を除く。）又は

⑨本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したにもかかわらず、当社が

当社普通株式の株券の交付義務を履行せずに３営業日が経過した状態、若しくは当社

による本要項に定める株券の交付義務を遵守しない旨の意思表示とする。 

上記償還に適用される償還金額は、（ⅰ）額面金額と、（ⅱ）(a)発行日以後（当日

を含む。）平成 20 年 12 月 26 日までの期間に行われる償還の場合は零、(b)平成 20 年

12 月 27 日以後に行われる償還の場合は、額面金額に 3.16％を乗じ、平成 20 年 12 月

27 日から（当日を含む。）当該繰上償還日まで（当日を含む。）の期間中の日数を 360

で除した数をさらに乗じて得られる金額との合計金額（但し、かかる合計金額は

54,000,000 円を上限とする。）とする。 

「主要子会社」とは、アッカ・ワイヤレス、及び、当社の子会社のうち直近の連結

財務諸表において、その営業利益及び総資産の額が、当社及び連結子会社の営業利益

及び総資産の合計額のそれぞれの５％以上を占めるものをいう。 

本要項において、「証券取引所」とは、株式会社ジャスダック証券取引所（又は株

式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式が取引されなくなった場合に

は、当社普通株式が取引される他の主要な金融商品取引所）をいう。 
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(4) 本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還 

①本新株予約権社債の発行日以後（当日を含む。）平成 20 年１月 20 日まで（当日を

含む。）の間に、アッカ・ワイヤレス以外の２名の者に対し、2.5ＧＨz帯の周波数

を使用する特定基地局の開設計画の認定を行う旨の公表が総務省により行われた

場合、本新株予約権付社債の社債権者はその選択により、当該公表が行われた日の

翌日以後５営業日以内に当社に対して通知を行い、当該公表の日から 10 営業日目

に、残存する本社債の全部をその額面金額の 100％の価額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。また、平成 20年１月 20 日までに総務省がい

かなる者に対しても同計画の認定を行わなかった場合、本新株予約権付社債の社債

権者はその選択により、当社に対して平成 20 年 1月 21 日から同月 25 日までの間

に通知を行ったうえで、平成 20 年１月 31 日において、残存する本社債の全部をそ

の額面金額の 100％の価額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。 

②本新株予約権付社債の社債権者は、平成 23 年６月 27 日（当日を含む。）以降、そ

の選択により、当社に対して所定の様式で通知を行い、当該通知において平成 23

年 11 月 27 日まで（当日を含む。）のいずれかの日を償還日（当該通知の日から 30

日目以降 60 日目までのいずれかの営業日とする。）として指定のうえ、当該償還日

の５日前までに繰上償還を請求しようとする本新株予約権付社債券を当社に提出

することにより、当該償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を、額面金額

の 108％の価額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。 

(5) 買入消却 

当社又は当社の子会社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約

権付社債を買い入れ、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。 

19.  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 140 個の本新株予約権を発行す

る。 

20.  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「交付」という。）する数は、行使請

求に係る本社債の払込金額の総額を本項第(3)号記載の転換価額（但し、本項第(4)

号乃至第(10)号によって修正又は調整された場合は修正又は調整後の転換価額）で除

して得られる数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づ

いて現金により精算する。 

(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、本新株予約権付社債の発行決議日（同日は含まない。）後２連続

取引日の各取引日の証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重

平均価格（以下「VWAP」という。）の平均値（１円未満の端数は切捨てる。）とする。

なお、転換価額は、本項第(4)号乃至第(10)号により修正又は調整される。 
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本要項において、「取引日」とは、証券取引所が開設されている日をいう（但し、

当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）のない日を除く。）。 

(4) 転換価額の修正 

① 平成 20 年３月 14 日、同年６月 13 日、同年９月 12 日又は同年 12 月 12 日（但し、

取引日でない場合には、直前の取引日とする。以下本号①において「決定日」とい

う。）の翌営業日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の 30 連続取引日

（以下「時価算定期間」という。）の証券取引所における当社普通株式の普通取引

の各取引日の終値の平均値（円位未満を切捨てる。以下「修正後転換価額」という。）

に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後転換価額が決定日において適用の

ある転換価額を上回るときには、転換価額は、決定日における修正後転換価額が当

該決定日に適用のある転換価額の 130％以上である場合にのみ修正される。但し、

本号①に基づく算出の結果、修正後転換価額が当初転換価額の 50％（以下「下限

転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を下回

る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額

の 150％（以下「上限転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による

調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とし、さらに、

修正後転換価額が決定日における証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値を上回る場合には、修正後転換価額は当該終値の金額とする。なお、時価算定

期間内に、本項第(5)号乃至第(10)号で定める転換価額の調整事由が生じた場合に

は、修正後転換価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

② 平成 21 年１月２日を初回として、以降２週間毎の金曜日（但し、取引日でない

場合には、直前の取引日とする。以下本号②において「決定日」という。）の翌営

業日後、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の２連続取引日（以下本号②に

おいて「時価算定期間」という。）の証券取引所における当社普通株式の普通取引

の各取引日の VWAP の平均値の 93％に相当する金額（円位未満を切捨てる。以下本

号②において「修正後転換価額」という。）に修正される。但し、かかる算出の結

果、修正後転換価額が平成 20 年 12 月 27 日（但し、同日が取引日でない場合には、

同日の直前の取引日）の証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％

（但し、50,000 円を下回る場合には 50,000 円とする。以下本号②において「下限

転換価額」という。但し、本項第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を下回

る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が同日の当社普

通株式の終値の 150％（以下本号②において「上限転換価額」という。但し、本項

第(5)号乃至第(10)号による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は

上限転換価額とする。なお、時価算定期間内に、本項第(5)号乃至第(10)号で定め

る転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本要項に従い当社が

適当と判断する値に調整される。 

(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・処分  

普通株式数 
× 

１株あたりの 

払込金額 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 既発行 

普通株式数 

 

＋
時 価 
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    既発行普通株式数  ＋  発行・処分普通株式数 

 

(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払込金額をもって当社普通株式を交付する場合

（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。）  

調整後の転換価額は、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 

調整後の転換価額は、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(8)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(8)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。） 

調整後の転換価額は、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転換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、調整後の転換価額は、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転換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 本号①乃至③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③にかかわらず、調整後の

転換価額は、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
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約権を行使した新株予約権者に対しては、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

内に交付された当社普通株式数
 

株式数＝ 
調整後転換価額 

 
この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。 

(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

を切捨てる。 

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位を切捨てる。 

③ 転換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、また、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数を控除した

数とする。また、本項第(6)号②の基準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。 

(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、必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、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又は当社を

完全親会社とする株式交換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

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(4)号乃至第(9)号により転換価額の修正又は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、修正前又は調整前の転換価額、修正後又

は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、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。 

(11) 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年 12 月 27 日から平成 23 年 12 月 26 日（行使請求受付場所現地時間）までと

する。但し、当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の１営業日前の日

までとする。本社債が繰上償還される場合は、償還金額が全額支払われるまでの間、

期限の利益の喪失の場合には、残存する本新株予約権付社債に係る償還金額が当社に

より全額支払われるまでの間、本新株予約権を行使することができる（いずれの場合
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も、平成 23 年 12 月 27 日（行使請求受付場所現地時間）（当日を含む。）以後本新株

予約権を行使することはできない。）。 

(12) 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。 

(13) 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。 

(14) 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及び資本準

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の額を減じた

額とする。 

(15) 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、当初の転換価額は発行決議日（同日は含まない。）後２

連続取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の

VWAP の平均値の 100%に相当する金額とした。 

(16) 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(11)号記

載の行使請求期間中に本項第(19)号記載の行使請求受付場所に提出しなければなら

ない。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。 

(17) 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(11)号記載の行使請求期間

中の営業日に本項第(19)号記載の行使請求受付場所に到着した日（以下「効力発生日」

とする。）に発生する。但し、行使請求に必要な書類の全部が当該日の正午（東京時

間）までに行使請求受付場所に到着しなかった場合には、翌営業日を効力発生日とす

る。 

(18) 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生日（同日を含まない。）から３営業日後の日に株券を交

付する。但し、会社法その他の適用法令に基づき株券が不発行とされる場合には、株

券の交付を要しない。 

(19) 本新株予約権の行使請求受付場所 

当社財務経理部 

21.  償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 
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当社財務経理部 

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. 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) 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。 
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ご注意： この文書は、当社の第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修

正条項付）及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）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。 

 

 

１．本新株予約権付社債に係る募集の目的と特色 

（1） 本新株予約権付社債に係る募集の目的 

当社は、ブロードバンドサービスが急速に普及する過程において、DSL サービスを提供するこ

とでビジネスチャンスをとらえ、急速に事業基盤を拡大し、DSL 提供事業者の中で も早く黒字

化を達成、平成 17 年 3 月にジャスダック証券取引所への上場を果たしました。通信業界ではブ

ロードバンドサービスの普及に伴い、伝送するコンテンツも映像、音声を含めた幅広い分野に拡

大し、ビジネスからエンターテインメントまで様々なサービス提供に向けた動きが急速に進んで

おり、従来からの有線によるブロードバンドサービスに加え、総務省が新たに認定を行なう WiMAX

などの新たな無線ブロードバンド事業が大きく発展することが予想されます。当社が現在提供し

ております高品質な有線通信ネットワークと無線ブロードバンドの相乗効果は非常に大きく、総

務省の開設指針に沿った新規事業者として、グローバルスタンダードをベースにしたオープン／

水平分業モデルをコンセプトとして掲げ他社との差別化を図り、無線ブロードバンドを付加した

新たなブロードバンドアクセスサービスをワンストップで顧客に提供していくことにより、今後

の情報通信社会の発展に貢献していく所存です。 

この新たな成長へのステップを踏み出すため、本年 10 月に上記 WiMAX 事業の実現に向け、当

社の子会社である株式会社アッカ・ワイヤレスは、総務省による「2.5GHz 帯の周波数を使用する

特定基地局の開設計画の認定」を申請いたしました。 

本事業の開始に当たり、相応額の設備投資及び事業運営資金の必要性が認められることから、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ社を筆頭に当社の事業に賛同を頂いた多数のパートナー会社

から株式会社アッカ・ワイヤレスに対する出資を募るとともに、当社といたしましては手元流動

性資金を 大限活用しつつ、適切な借入金の調達を行なうことによりスタートアップ資金として

投入する予定です。さらに、本事業は新しい通信インフラを担う事業であり、事業の収益貢献に

は一定の時間を要することから、長期的かつ安定的な資金の確保を行い、より安定した資本構成

の下で事業運営を行なうことが必要であると考え、本新株予約権付社債の発行を実施することと

いたしました。 

 

（2） 本新株予約権付社債の特色 

本新株予約権付社債は、今後締結予定の買取契約の定めに従い、Ignite Capital Management LLC

（以下、「割当先」という。）に対して、第三者割当の方法により発行されるものです。本社債権

者は、本新株予約権付社債の転換により当社普通株式を取得することができ、その際の転換価額

は、株価の推移により修正されます。ただし、本新株予約権付社債は、資金使途の明確化、発行

済株式数の急速な増加（希薄化）抑制等の目的のため、以下のような特徴を有しています。 

 

① 本件による調達資金につきましては、総務省による開設計画の認定を前提として、WiMAX

事業に係わる設備投資及び事業運営資金として投入する予定であります。つきましては、

株式会社アッカ・ワイヤレスが開設計画の認定を取得できなかった場合には、発行中止若

しくは本新株予約権付社債全額を繰上償還する旨割当先と合意予定です。 

② 割当先は、本新株予約権付社債の転換に関し、以下の点を約する予定です。 

• 各暦月において本新株予約権付社債の転換により取得する当社普通株式数の上限を、本新

株予約権付社債譲渡先による転換分を含め、本新株予約権付社債の払込期日時点における

当社上場株式数の 10％とする。 
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ご注意： この文書は、当社の第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修
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• 第２回債については、発行後１年間、当社の承諾なくして転換を行わない。 

また、本新株予約権付社債が譲渡された場合、これらの条件は譲渡先に継承されることと

いたします。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

（1） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

 11,494,000,000 円 

 

（2） 調達する資金の具体的な使途 

当社子会社である株式会社アッカ・ワイヤレスへの出資を通じ、WiMAX 事業に係わる設備投資

及び事業運営資金に全額充当する予定です。 

子会社における設備投資の具体的な内容は主に無線基地局設備及びその周辺機器、地域ノード

設備等であり、平成 20 年末までに 200 億円程度の規模を想定しており、当社および戦略的パー

トナーとともにこれら設備投資資金として充当されます。 

 

資金使途 金額（百万円） 使用予定年 

ネットワーク関連投資 15,900 平成 20 年 

その他ハードウェア/ソフトウェア投資 8,000 平成 20 年 

合計 23,900   

 

 

（3） 調達する資金の支出予定時期 

平成 20 年１月 

 

（4） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、総務省による株式会社アッカ・ワイヤレスに対する開設計画の認定を前提として、同

社への出資を通じて WiMAX 事業に関する設備投資を実施する予定であり、調達する資金は、わが

国の情報通信社会の更なる発展に向け、国内における無線ブロードバンド通信網の早期構築に使

用されます。この無線ブロードバンド通信網の構築は、有線通信と融合させることにより「いつ

でもどこでもブロードバンド（ユビキタスネットワーク）」を実現し、情報通信社会を飛躍的に

進化させる礎となるものであると考えています。 

 

３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1） 近３年間の業績（単位：百万円） 

事 業 年 度 の 末 日 
平成 16 年 12 月期

（非連結） 

平成 17 年 12 月期

（非連結） 

平成 18 年 12 月期

（連結） 

売 上 高 38,672 40,588 38,829 

営 業 利 益 2,869 2,737 1,880 

経 常 利 益 2,518 2,542 1,908 

当 期 純 利 益 2,768 3,092 1,061 

１株当たり当期純利益（円） 26,589.06 25,667.07 8,546.36 

１株当たり配当金（円） － － 5,000 

１株当たり純資産（円） 48,883.51 132,046.10 140,737.63 
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（注）1. 売上高には消費税等は含まれておりません。 

 2. 平成 18 年 12 月期の１株当たり配当金は個別ベースとなります。 

 

（2） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 19 年 12 月６日現在）  

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 総 数 124,432 株 100％

現時点の転換価額における 

潜 在 株 式 数 の 総 数 
3,360 株 2.70％

（注）上記潜在株式は全てストックオプションによるものです。 

尚、当該ストックオプションは、行使価額が予め決まっており、行使価額の修正条項が付されて

おりません。 

 

（3） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 

始  値 - 450,000円 400,000円

高  値 - 495,000円 462,000円

安  値 - 256,000円 138,000円

終  値 - 394,000円 215,000円

（注）当社は平成 17 年３月４日付をもって、ジャスダック証券取引所に上場いたしましたので、平成 16

年 12 月期の株価については該当事項がありません。また、平成 17 年 12 月期は平成 17 年３月４日

以降の数値を示しております。 

 

② 近６か月間の状況 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

始  値 216,000円  252,000円 246,000円 264,000円 230,000円 228,000円

高  値 283,000円  273,000円 263,000円 271,000円 257,000円 235,000円

安  値 214,000円  215,000円 195,000円 220,000円 211,000円 172,000円

終  値 255,000円  238,000円 245,000円 230,000円 228,000円 215,000円

 

③ 発行決議日前日における株価 

 平成19年12月６日現在 

始  値 220,000円

高  値 222,000円

安  値 214,000円

終  値 214,000円

 

（4） 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付） 

発 行 期 日 平成 19年 12月 27 日 

調達資金の額 4,500,000,000 円 
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ご注意： この文書は、当社の第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修

正条項付）及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）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。 

募集時点におけ

る発行済株式数
124,432 株 

募集時における

潜 在 株 式 数

（ 参 考 値 ）

当初転換価額（（仮）215,507 円）における潜在株式数：20,880 株（注１）

転換価額上限値（ ― 円）における潜在株式数： ― 株（注２） 

転換価額下限値（50,000 円）における潜在株式数：90,000 株 

割 当 先 Ignite Capital Management LLC 

（注）1. 当初転換価額は現時点では未確定のため、上記潜在株式数の算出においては、ご参考までに平

成19年12月５日及び同月６日のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価額をもって算出しております。 

   2. 転換価額上限値は現時点で未確定のため、空欄としております。 

   

 

・第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付） 

発 行 期 日 平成 19年 12月 27 日 

調達資金の額 7,000,000,000 円 

募集時点におけ

る発行済株式数
124,432 株 

募集時における

潜 在 株 式 数

当初転換価額（（仮）215,507 円）における潜在株式数：32,481 株（注１）

転換価額上限値（ ― 円）における潜在株式数： ― 株（注２） 

転換価額下限値（50,000 円）における潜在株式数：140,000 株 

割 当 先 Ignite Capital Management LLC 

（注）1. 当初転換価額は現時点では未確定のため、上記潜在株式数の算出においては、ご参考までに平

成19年12月５日及び同月６日のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価額をもって算出しております。 

   2. 転換価額上限値は現時点で未確定のため、空欄としております。 

 

 

（5） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・公募増資 

発 行 期 日 平成 17年３月３日 

調達資金の額 8,011,350,000 円（発行価額：421,650 円） 

募集時における

発行済株式数
104,192 株 

当該増資による

発行済株式数
19,000 株 

当初の資金使途

設備投資資金（安定した通信サービス提供のためのネットワーク機能強

化、サービス提供地域拡大等のための設備増資・システム開発等）、サ

ービスの事業領域拡大のための開発費・システム開発費及び借入金の一

部返済に充当する 

支 出 時 期 平成 17年 12月期 

現時点における

充 当 状 況
長期借入金の返済、ネットワーク設備投資、運転資金等へ充当 
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４．募集前の大株主及び持株比率  

募集前（平成 19年６月 30日現在） 

エヌ･ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 14.70％ 

イー・アクセス（株） 10.42％ 

三井物産（株） 10.31％ 

イグナイト BB投資事業有限責任組合 5.00％ 

（株）大和証券グループ本社 3.82％ 

IT2000 投資事業有限責任組合 3.16％ 

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー

リ フィデリティ ファンズ 
2.14％ 

日本電気（株） 1.24％ 

富士通（株） 1.24％ 

大同生命保険（株） 1.01％ 

（注）1.平成 19 年８月１日付株式譲渡契約に基づき、同年９月 20 日にイグナイト BB 投資事業有限責任

組合はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が保有する当社株式のうち持株比率３％

相当を買い取りましたが、募集前の持株比率には反映されておりません。 

2.今回の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行に係る潜在株式数については、転換価額が未定であり、かつ、転換価額修正条項が付さ

れていることからこれを反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示しておりません。 

 

５．業績への影響の見通し 

本件による今期の業績予想に変更はありません。また、今回の調達資金を WiMAX 事業に充当す

ることにより、中長期的には当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながるものと

考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（1） 発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は、WiMAX 事業に関する設備投資及び事業運営資金として、安定的資金の調達を行うため

に種々の資金調達手法を検討してまいりましたが、Ignite Capital Management LLC に対する第

三者割当の方法により、本新株予約権付社債を発行することといたしました。本新株予約権付社

債には、常に発行体に対し繰上償還を行なう権利が付加されており、その時々の財務状況に応じ

て柔軟に財務戦略を検討・実行することが可能となっております。本資金調達の使途である無線

ブロードバンド事業免許が付与されることにより、より多くの戦略的投資家との資本協調の可能

性が広がります。そのため第２回債においては１年間の転換制限を設けることで、より幅広い経

営活動が可能になると考えております。また、本調達は当初の１年において転換価額の割引率（デ

ィスカウント）をゼロとし、３ヶ月毎の修正という比較的緩やかな修正周期で価格を調整するこ

とで転換速度が緩やかなものとなると考えております。また当初の１年間は価格修正時のディス

カウントがないことから、本社債権者は株価下落時における転換動機が働かず、株価の下落リス

クを抑制する効果があると考えております。一方、上方修正の制限があることで株価上昇局面で

の転換動機が強まり一定程度株価上昇への抵抗となる可能性がありますが、繰上償還を行なうこ

となどによって対応することが可能です。また、115 億円という調達額は、その資金使途が明確

な新規事業への投資資金として、出資先の株式会社アッカ・ワイヤレスにおいて主導的な位置で

事業運営を行なうことを可能にするものであり、今後当社グループ全体の企業価値を向上させる
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ことを通じ、株主価値の増大に資するものであると考えております。 

本社債は２年目以降、２週間毎の転換価額修正を行う転換促進型に移行します。このことによ

り新株発行数の増加による希薄化懸念がありますが、引き続き発行体に繰上償還権が付加される

ことから、多様な資金調達オプションを持つことにより、株主の利益に配慮した資金調達を可能

にすると考えています。 

 

（2） 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は総務省による開設計画の認定を前提として、子会社への出資を通じて WiMAX 事業に関す

る設備投資を実施する予定であります。総務省の免許指針に沿った新規事業者として、当社が主

導的に事業運営を行っていくために必要な長期的かつ安定的資金が供給されることにより、

WiMAX 事業が円滑に進捗し、新しい事業価値の創造が本調達から生じる一時的な希薄化を解消し

ていくと考えております。 

さらに、イグナイト・グループは、我が国の情報通信社会を変革する本 WiMAX 事業の推進に関

し広く国内外より出資者・戦略投資家を募り、当社の経営及び財務基盤の安定化の中心的な役割

を果たし当社を支援していく方針を示しています。この基本方針に加え、割当先は、急激な行使

に伴う既存株主への影響を十分に考慮しつつ、本新株予約権付社債を、後述の制限にそって緩や

かに売却する方針としており、急速な普通株式への転換、市場売却による希薄化が進む可能性は

小さいものと考えられます。 

 

以上のように、本取引は WiMAX の事業性に基づき将来の株式価値の向上を実現するための長期

安定的資金の確保を目的としながら、既存株式価値の急速な希薄化懸念を考慮しつつ資本増強を

図るものであり、本新株予約権付社債について、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であ

ると考えております。 

また、株式会社アッカ・ワイヤレスが開設計画の認定を取得できた場合は、その事業性に基づ

く将来の株式価値の向上を実現するために、既存株式価値の希薄化懸念を考慮しながら資本増強

を図っていく所存であります。                               

 

７．割当先の選定理由 

（1） 割当先の概要 

① 名称 Ignite Capital Management LLC 

② 設立年月日 2007 年 5 月 9日 

③ 所在地 
255 Shoreline Drive, Suite 510 Redwood City, CA 94065 

U.S.A. 

④ 代表者の役職 Managing Director: 松澤 英雄 

⑤ 事業の内容 有価証券投資その他各種金融業務 

⑥ 大株主及び持分比率 Ignite Associates LLC（100％） 

⑦ 当社との関係 該当事項はありません 

（注）割当先の内容の欄は平成 19 年 12 月 6 日現在におけるものであります。 

 

（2） 割当先を選定した理由 

割当先である Ignite Capital Management LLC は、当社大株主であるイグナイト BB 投資事業

有限責任組合を設立したイグナイト・グループにより別途設立された特別目的会社です。イグナ

イト・グループは、米国シリコンバレーを拠点とし、IT 分野にフォーカスしたプライベート・エ
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ご注意： この文書は、当社の第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修

正条項付）及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）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。 

クイティ・ファンド運営及びコンサルティング業務を行っています。同グループは当社創業以来

当社の事業展開に深く関わり、WiMAX 事業を含め今後の当社のブロードバンド事業の展開に理解

を示すとともに、ＮＴＴグループとの友好的な関係を維持しつつ、当社大株主であるイグナイト

BB 投資事業有限責任組合及び今後新たに組成を予定している傘下のファンドを通じ、当社株式を

長期的に保有し当社を支援していく方針を示しています。当社といたしましては、本 WiMAX 事業

は新しい通信インフラを担う事業であり、事業の収益貢献には一定の時間を要することから、既

存株主を含めた安定的株主との長期的な資本関係の強化が非常に重要であると考え、当社創業時

からこれまでの当社への支援の実績を評価し、また本新株予約権付社債の資金使途に柔軟に対応

するため、海外に別途設立された Ignite Capital Management LLC を割当先とすることといたし

ました。なお、割当先は、本新株予約権付社債の一部又は全部を対象に、米リーマン・ブラザー

ズの海外関連会社に対して交換社債を発行する予定であります。 

 

（注）本割当は、日本証券業協会会員であるリーマン・ブラザーズ証券株式会社の斡旋を受け

て行われたものであり、日本証券業協会の定める「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いに

関する規則」（自主規制規則）第 10条第１項及び第２項の規定の適用を受けて募集が行

われるものです。 

 

（3） 割当先の保有方針 

割当先は、総務省による当社グループの開設計画認定を前提として、我が国の情報通信社会を

変革する本 WiMAX 事業の推進に関し広く国内外より出資者・戦略投資家を募りことにより、当社

の経営及び財務基盤の安定化の中心的な役割を果たし当社を支援していく方針を示しています。

この基本方針に加え、割当先は、急激な行使に伴う既存株主への影響を十分に考慮しつつ、本新

株予約権付社債を、時間をかけて緩やかに売却する方針としており、また、本新株予約権付社債

の取扱いに関し、以下の点を約する予定です。 

• 各暦月において本新株予約権付社債の転換により取得する当社普通株式数の上限を、本新

株予約権付社債の譲渡先による転換分を含め、本新株予約権付社債の払込期日時点におけ

る当社上場株式数の 10％とする 

• 第２回債については、発行後１年間、当社の承諾なくして転換を行わない。 

さらに、本新株予約権付社債が譲渡された場合は、これらの条件は譲渡先に継承されることと

いたします。 

また、当社は割当先に対して、本新株予約権付社債の転換及び当社普通株式の売却については、

日本証券業協会の定める「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いに関する規則」に則った運営を行う

ように要請しております。 

 

（4） 株券貸借に関する契約 

  当社役員、役員関係者又は大株主と割当先との間で、株券貸借に関する契約を締結する予定は

ありません。但し、当社の大株主と米リーマン・ブラザーズの関連会社との間で、米リーマン・

ブラザーズの海外関連会社が交換社債に基づき取得することとなる株式に関するヘッジのため、

必要に応じ当社普通株式の貸借契約を締結する予定と聞いております。 

 

以 上 


