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平成２０年１月２２日 
各 位 

  会 社 名：株 式 会 社 サ イ バ ー フ ァ ー ム  
（コード番号 2377）  

本 社 所在地：沖縄県那覇市西二丁目 19 番 1 号  

     代 表 者：代表取締役社長  半 田  貞 治 郎 

問 合 せ 先：執行役員企画本部長  小 阪 俊 夫  

T E L ： 0 3 - 5 4 0 8 - 0 5 1 8  
                                     e-mail : info@cyberfirm.ne.jp 

       
 

第三者割当による第１回新株予約権（行使価格修正条項付） 
の発行に関するお知らせ（MSワラント） 

 

当社は、平成20年1月22日開催の取締役会において、Queensland Investment Corporationを受託者と

する第２号Queensland Investment Trust及びSandringham Fund SPC Ltd.（以下総称して「割当先」と

いいます。）を割当先とする第１回新株予約権（第三者割当て）の発行を決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．本新株予約権の発行に係る募集の目的 

（1）資金調達の主な目的 

当社は、商業施設開発や店舗企画、物流倉庫のアセットを中心とする高付加価値ソリューシ

ョン案件（フローモデル）の提供をはじめ、流通に不可欠な４大機能（商流・物流・金流・

情報流）を軸とする当社創業以来蓄積してきたノウハウを結集したトータルな各種流通支援

サービス（ストックモデル）を定常的に提供するフルライン・ソリューション・ホールセラ

ー事業を展開してまいりました。 

 小売業態の多様化、異業種からの小売業への参入、そして「改正街づくり三法」の施行等、

劇的な変化の過程にある昨今の国内流通市場において、当社が創業以来の取り組みを通じて

構築してきました流通支援にかかる各種多様なサービスは、大きなアドバンテージであり、

今後の業績拡大に大きく寄与していくものと見込んでおります。 

具体的には、下記の高付加価値ソリューション案件（フローモデル）を計画し、当社独自

の金融テクノロジーを融合させることによる付加価値向上や資産流動化等のアセットマネジ

メントサービスを提供することにより当社における収益拡大機会の創出を図ってまいります。 

① 地方遊休地の商業施設開発・誘致 

② 保管型倉庫等の流動化及び高機能化 

さらに、当社が開発に着手する商業施設において、将来的には消費者起点に立ったライフ

スタイル提案型のヤングカジュアルファッションマートや、ギフトマートを運営し、小売事

業者の施設入居誘致をはじめ、入居事業者へ当社独自の受発注管理システムを提供する他、
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マーチャンダイズ支援・顧客囲い込みのためのプロモーション支援といった、幅広い流通支

援サービスを提供してまいります。また、既存通販事業者に対し、商品ラインナップ拡充策

として当社独自のルートによる商材供給や、業務提携先のリアル店舗（アミューズメントワ

ークショップ、大型アウトレット店、青果専門店等）の運営サポート等、小売出口の確保に

より流通量を増大させ、継続的収益を確保する流通支援サービス（ストックモデル）を拡大

させてまいります。 

  上述のとおり、今回、第 1 回新株予約権により調達する資金（約 1,495 百万円）を、今後

の業績拡大を企図した上記事業の運転資金、Ｍ＆Ａ、及び財務体質の改善・強化のために活

用し、企業価値向上に努めてまいります。そして、消費者より高度なニーズを先取りした消

費起点、マーケットインの流通網を構築し、消費者の皆様が求められる商品を「より便利に」

「より安く」「より早く」「より正確に」提供する事が可能となる流通市場の早期確立を目指

してまいります。 

 

（2） 本新株予約権の商品性について 

本新株予約権の発行要項において 

① 毎週一度行使価額が前取引日までの3連続取引日の株価終値の平均値の92％に相当する

金額に修正されます。 

② 行使価額の上限は103,000円（平成20年1月22日の大阪証券取引所における株価終値の

200％）とします。また、下限は25,750円（平成20年1月22日の大阪証券取引所における

株価終値の50％）とします。 

③ 本新株予約権は1個あたりの出資金額が固定されており、行使価額が修正されることに伴

って本新株予約権の行使により交付される株式数が変動する仕組みとなっております。

従って、株価が上昇して行使価額が上方修正されれば希薄化の度合いが小さくなり、株

価が下落して行使価額が下方修正されれば希薄化の度合いは大きくなります。 

 

（3） 新株予約権による資金調達を行う理由 

当社は今回の資金調達に際し多様な資金調達手段を検討した結果、以下の理由を総合的に

勘案し、第三者割当による本新株予約権の発行による資金調達が現時点における最良のス

キームであると判断しました。 

① 第三者割当方式での発行であり、当社の資金需要や株価動向を総合的に判断した上で、

柔軟・機動的な資金調達が可能であること 

② 新株予約権の行使の時期や価額が分散され、株価への影響の低減が期待できること 

③ 発行後に株価が上昇すれば希薄化が抑制されること 

④ 発行後に株価が下落して希薄化の度合いが大きくなった場合、または資本政策の変更が

必要になった場合などには、当社の判断により本新株予約権の全部又は一部を取得でき

ること 
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⑤ 割当先からは、本新株予約権の引受の他に、Ｍ＆Ａ資金等機動性が極めて高い資金需要

が発生した場合、本新株予約権の行使総額である15億円を上限とするファイナンスを行

うことも確約されており、当社は本新株予約権の権利行使時期に左右されることがなく、

収益拡大機会喪失を未然に防ぐ機動的な資金調達が可能であること 

 

２．調達する資金の額 

（1） 調達する資金の額（差引手取概算見込額） 

1,495 百万円。 

上記金額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概

算額を差し引いた金額です。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場

合及び当社が新株予約権を消却した場合には、上記差引手取概算額は減少します。 

 

（2） 調達する資金の具体的な使途 

今回調達する資金の使途については、「１．新株予約権の発行に係る募集の目的」に記 

載のとおり、①当社における収益拡大機会の創出に直結する高付加価値案件（フロー

モデル）である商業施設開発、保管型倉庫をセンター倉庫へのバリューアップを図っ

た上で流動化を行うための運転資金及びＭ＆Ａ資金へ優先的に充当いたします。また、

②事業発展のための継続的収益の確保（ストックモデル）を目論む先行投資として、

マート（ヤングカジュアルファッション及びギフトマート）の立上げ費用及び運営費、

ならびに③リアル店舗（アミューズメントワークショップ、大型アウトレット店、青

果専門店等）への運営サポートに必要不可欠な機能である「物流連動型受発注システ

ム」の開発及び導入にかかる諸経費等へも使用する予定です。具体的な金額の内訳は

まだ確定しておりませんが、現状では①に 13 億円、②に 1億円、③に 1億円を予定し

ています。ただし、本新株予約権の行使の判断は割当先の判断によるため、本新株予

約権の行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難です。そ

のため、具体的な金額及び使途については、行使による財産の出資がなされた時点で

決定いたします。 

また、割当先からは、本新株予約権の引受の他に、保管型倉庫をセンター倉庫へのバ

リューアップを図った上で流動化を行うための運転（倉庫購入）資金又は地方の物流

会社・倉庫会社等のＭ＆Ａ資金等機動性が極めて高い資金需要が発生した場合、新株

予約権の行使総額である 15億円を上限とするファイナンスを行うことも確約されてお

り、当社は新株予約権の権利行使時期に左右されることがなく、収益拡大機会喪失を

未然に防ぐ機動的な資金調達が可能であります。上述のファイナンスについては、本

新株予約権の行使がなされた場合、当該行使により出資された金銭と同額の元本を弁

済します。 
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（3） 調達する資金の支出予定時期 

平成 20 年 1 月から平成 21 年 8 月 

 

（4） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

今回の調達資金は、当社が展開するフルライン・ソリューション・ホールセラー事業に

おける収益拡大機会の創出に直結する高付加価値案件（フローモデル）である商業施設

開発資金、保管型倉庫をセンター倉庫へのバリューアップを図った上で流動化を行うた

めの運転資金及びＭ＆Ａ資金へ優先的に充当いたします。当該資金を有効に活用するこ

とで継続的な事業発展及び企業価値の向上につながるものと考えております。加えて、

本新株予約権の行使によって、自己資本の拡充を図ることも重要であり、財務体質の強

化が経営に一層自由度を与えるものと考えております。従いまして、当社の事業発展・

財務基盤拡充、さらには中長期的に株主価値を増大させるために合理的であるものと判

断しております。 

 

３．最近 3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1）最近 3年間の業績（連結）（単位：百万円） 

決 算 期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 

売 上 高 11,819 13,618 8,261

営 業 利 益  1,063 1,415 1,808

経 常 利 益  942 1,245 1,792

当 期 純 利 益 540 522 504

1 株当たり当期純利益

（円） 

10,586.90 8,885.97 8,574.67

1 株当たり配当金（円） 0 0 0

1 株当たり純資産（円） 100,421.17 119,049.25 124,385.34

  

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種 類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 総 数 58,822 株 100％

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数  
868 株 1.47％
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（3）今回のエクイティ･ファイナンスの状況 

  ・第１回新株予約権（MS ワラント） 

発 行 期 日 平成 20 年 2 月 7 日 

調達資金の額  1,495,000,000 円 

募集時点におけ

る発行済株式数 
58,822 株 

募集時における

潜 在 株 式 数  

当初の行使価額（ 51,500 円）における潜在株式数 29,126 株 

上限の行使価額（103,000 円）における潜在株式数 14,563 株 

下限の行使価額（ 25,750 円）における潜在株式数 58,252 株 

  （注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の合計金額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金

額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が取得した本

新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。  

 

（4）最近 3年間のエクイティ･ファイナンスの状況 

    該当なし。 

 

（5）最近の株価の現況 

平成 17 年 12 月期末 

（平成 17 年 12 月 30 日終値） 
497,000 円

平成 18 年 12 月期末 

（平成 18 年 12 月 29 日終値） 
355,000 円

平成 19 年 12 月期末 

（平成 19 年 12 月 28 日終値） 
85,000 円

直近 3ヶ月の平均 

（平成19年 10月 23日～平成20年 1月 22日）
93,859 円

 

４．募集前の大株主及び持株比率 

募集前※1 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ                               39.78％

株式会社ｴﾌ･ｴﾑ･ｼｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ                12.79％

半田貞治郎                                             9.36％

ﾄﾞｲﾁｪ ﾊﾞﾝｸ ｱｰｹﾞｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾋﾟｰﾋﾞｰ ﾉﾝﾄﾘﾃｨｰ ｸﾗｲｱﾝﾂ 613    4.97％

株式会社 CSK ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ                               4.62％

有限会社ﾌｫﾄﾆｯｸ沖縄                    2.65％
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ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾂ ｲｰｱｲｴｽｼﾞｰ      2.11％

TIS株式会社                      1.40％

ｵﾘｯｸｽ株式会社                                         1.36％

大阪証券金融株式会社                  0.57％

  

  ※1 上表の大株主構成は、平成 19 年 6 月末の株主名簿を基準にしています。 

  ※2 今回の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集にかかる潜在株式数

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 

    今回の発行に伴い、調達した資金を事業拡大とキャッシュフロー安定のための必要資金と

して充当することにより、当社グループの一層の業容拡大と事業基盤拡充を見込んでおりま

す。さらに、新株予約権の行使による株主資本の充実、財務体質の強化を見込んでおります

が、まだ数値については不確定であります。 

 

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理由 

当社は、本新株予約権の諸条件等を考慮して、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、本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で公正な価額であると判断した、金 10,000 円を本新株予約権の１個

当たりの払込金額としました。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

である当初行使価額は、平成 20 年 1 月 22 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 100%に相当する金額としました。 

 （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 

    平成 20年 1月 22日現在の当社の発行済株式総数58,822株に対する本新株予約権の当初

行使価額による潜在株式数の比率は 49.5％となる見込みでありますが、収益拡大機会の創

出に直結する高付加価値案件（フローモデル）である商業施設開発資金、保管型倉庫をセ

ンター倉庫へのバリューアップを図った上で流動化を行うための運転資金及びＭ＆Ａ資金

へ優先的に充当するための本新株予約権の発行による資金調達は、企業価値向上に必要不

可欠なものと判断いたしました。本新株予約権は、当社の株価が上昇し行使価額が上方に

修正されれば希薄化の度合いが小さくなり、かつ当社の判断により本新株予約権を取得・

消却することも可能であることから、市場に過度の影響を与える規模ではなく希薄化の規

模も合理的であると判断しました。 
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７．割当先の選定理由 

 （1）割当先の概要 

 

①名称 Queensland Investment Corporationを受託者とする第２号 

Queensland Investment Trust 

②設立根拠等 1991年Queensland Investment Corporation法 

③所在地 c/o Sandringham Capital Partners Limited  

42 Brook Street, London W1K 5DB United Kingdom 

（受託者所在地 Level 6, Central Plaza II, 66 eagle Street, 

Brisbane, Queensland, 4000 Australia） 

④投資運用会社 Sandringham Capital Partners Limited 

⑤出資金の総額 110 億円 

出資関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

⑥当社との関係 

人的関係 該当事項はありません 

 

 

①名称 Sandringham Fund SPC Ltd. 

②事業内容 投資業 

③設立年月日 2004年11月9日 

④所在地 Walker House, P.O. Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands, B.W.I. 

⑤代表者の役職・氏名 取締役 房 広治 

⑥純資産 31 億円  

出資関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

⑦当社との関係 

人的関係 該当事項はありません 

 

（2）割当先を選定した理由   

   割当先である第２号 Queensland Investment Trustの受託者Queensland Investment 

Corporationは、オーストラリア クインズランド州100％出資の公的資金の投資を行う運用機

関であります。同社は1991年にオーストラリアのGovernment Owned Corporations Act 1993

及びQueensland Investment Corporation Act1991に基づき設立され、運用資産の総額は約5

兆円で、そのうち約1兆2千億円をヘッジファンド・外部ファンドにて運用を行っています。

今回の割当先である第2号Queensland Investment Trustは、その一部であり、したがって、

オーストラリアにある州政府が設立した運用機関が出資しており、運用実績も十分あります。 
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また、割当先は本新株予約権の引受の他に、当社の資金需要に対して安定的な資金提供を

行い、当社の経営の安定と収益性の向上を支援していただける相手先であり、保有目的も純

投資であることから割当先として選定いたしました。 

 

（3）割当先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

   今回の割当先であるQueensland Investment Corporationを受託者とする第2号 Queensland 

Investment Trust及びSandringham Fund SPC Ltdからは、純投資目的での投資という基本姿

勢を持っておりますが、当社の独立性を維持しながら企業価値の向上を目指すことに賛同い

ただき、本新株予約権の行使においても、市場の状況及び当社の資本状況を鑑みながら、資

本拡充が必要となる際には既存株主の不利益とならないよう影響に考慮しつつ行使していく

方針であることを確認しております。本新株予約権の発行要項において、譲渡の際には当社

取締役会の承認が必要である旨が定められております。 

   また、当社と割当先は、大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第5条、企業行

動規範に関する規則の取扱い1（1）乃至（6）までの定めに基づき本新株予約権の行使を制限

する措置を講じることとします。 

 

（4）株券貸借に関する契約 

   当社と割当先との間において、株券貸借についての契約を締結する予定はありません。 

  

 

以上 
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（別添） 

株式会社サイバーファーム 

第１回新株予約権 

発行要項 

 

１. 新株予約権の名称  株式会社サイバーファーム第 1回新株予約権 

２. 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１個の行使に

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（以下「割当株式数」

という。）は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に 1,000,000 円（以下「出資金

額」という。）を乗じ、これを行使価額（以下に定義する。）で除して得られる最大整数

とする（1株未満の端数はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。）。 

  本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に 1,000,000 円を

乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、下記第 10 項又は第 11

項により行使価額が修正又は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

数は変更される。 

３． 本新株予約権の総数 1,500 個 

４. 各本新株予約権の払込金額 本新株予約権１個あたり金 10,000 円 

５. 新株予約権の払込金額の総額 金 15,000,000 円 

６． 申込期日  平成 20 年 2月 7日 

７． 割当日及び払込期日  平成 20 年 2月 7日 

８． 募集の方法及び割当先 第三者割当の方法により、1,449個をQueensland 

Investment Corporationを受託者とする第2号Queensland 

Investment Trustに、51個をSandringham Fund SPC Ltd.

に割り当てる。 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 (1) 各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２項に定める出資金額とす

る。  

 (2) 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いら

れる当社普通株式１株あたりの価額（以下「行使価額」という。）は、当初 51,500 円（以

下「当初行使価額」という。）とする。 

10. 行使価額の修正 

平成 20 年 2 月 8 日を初回として、以降毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引

日以降、行使価額は、決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（但し、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（以下「終値」

という。）（気配表示を含む。以下同じ。）の算出されない取引日を除き、決定日が取引日
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ではない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定

期間」という。）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

普通取引の各取引日の終値の平均値の 92％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を切捨てる。以下「修正後行使価額」という。）に修正される。なお、

時価算定期間内に、第 11 項で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使

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。但し、かかる算出の結果、

修正後行使価額が金 25,750 円（以下「下限行使価額」という。但し、第 11 項による調

整を受ける。）を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額

が金 103,000 円（以下「上限行使価額」という。但し、第 11 項による調整を受ける。）

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。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。 

11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当後、本項第(2)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

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

交付普通株式数 × 
1 株あたりの

払込金額 

既発行

普通 

株式数

 

＋
時 価 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額
×

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

 

 (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(4)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

込期間最終日とする。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
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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(4)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(4)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(5)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(4)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(2)号③による行使価額の調整が修正日前

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

ものとみなして本項第(2)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(2)号③又は上記(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、交換又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
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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ヶ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最

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、当該行使価額の調整以前に、本号乃至第(5)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。 

⑤本号③及び④における対価とは、当該株式又は新株予約権（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、その取得又は行使に際して当該株式又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、その取得又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。 

 (3)  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、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。 

 (4) ①行使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行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使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（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平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均



 
 
 

 

 13

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行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、基準日が

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。 

 (5) 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。 

 (6)  第 10 項及び本項に定めるところにより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開始日その他必要な事項を、適用開始日の前日までに本

新株予約権者に通知する。 

12． 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年 2月 8日から平成 21 年 8月 7日までとする。 

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ものとする。 

14． 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

 (1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後２ヶ月を超えない

日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得する。当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽

選により、取得する本新株予約権を決定するものとする。当社は、本新株予約権を取得

するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あた

り払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

 (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、

取締役会）で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株

予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権

１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社

は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

 (3) 本項第(1)号又は第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役

会で定める取得日の２週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新
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株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会が決定

した本新株予約権の新株予約権者）に通知する。 

15． 新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16． 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

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。 

17． 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。 

18． 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、本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で公正な価額であると判断した、金 10,000 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、当初行使価額は、平成 20 年 1 月 22 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 100%に相当す

る金額とした。 

19. 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 21 項に定める行使請求受付場所（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、これに記名捺印又は署名の上、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22項に定める払込取扱場所の指定の口座

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。 
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(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本項第(2)号②に定める

口座に入金された日に発生する。 

(4) 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。 

20． 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。 

21． 行使請求受付場所 当社 経営企画本部 

22. 払込取扱場所  三菱東京 UFJ 銀行 日本橋中央支店 

23. 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、金融商品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 
 


