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平成 20 年 1 月 24 日 

各 位 

 

会 社 名 ステラ・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 鷹司 通昭 

     （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先 取締役 上野 孝一 

                           TEL（03）5425－2511 

 

資本・事業提携の最終合意および 

第三者割当により発行される株式および新株予約権の募集に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年１月 24 日開催の当社取締役会において、平成 20 年１月 11 日付「資本・

事業提携への具体的な協議に関するお知らせ」にて具体的な協議を行うことをお知らせして

おりました、企業再生を目的として設立された投資会社であるベルリバーファイナンス株式

会社（以下、「ベルリバー社」）との間で、財務基盤の強化と企業価値の向上を目的とした資

本・事業提携に関する最終合意に至りましたので、お知らせいたします。 

本件合意に基づき、当社はベルリバー社を割当先とした第三者割当による株式および新株

予約権の発行（以下、「本第三者割当増資等」）について、下記のとおり決議いたしましたの

で、お知らせいたします。なお、本第三者割当増資等については、平成 20 年３月 14 日開催

予定の当社臨時株主総会における有利発行の承認決議を条件として、その決議をしておりま

す。 

 

記 

 

Ⅰ. 資本・事業提携の目的・概要 

１. 目的 

当社は、今平成 20 年２月期より、短期的なキャピタルゲインを追求する有価証券投資と

いう事業方針を改め、小売・リテール事業、IT・メディア事業、総合不動産事業の三つの事

業軸を明確化するとともに、経営体制を刷新し、新たな経営陣の下でグループ経営を目指し

ております。しかしながら、旧経営陣による過去の経営内容に端を発する当社への不信感に

加えて、当社自体の業績不振、株価低迷等により、当社に対する社会的信用力を早急かつ大

幅に改善することが、現状では難しいと言わざるをえません。 

さらに、当社 100％子会社である、婦人子供服販売事業を行っている株式会社エルメ（以

下、「エルメ」）および分譲マンション販売を主に行っているグローバル・ファンデックス株

式会社（以下、「グローバル・ファンデックス」）につきましても、厳しい環境下に置かれて

おります。 
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エルメは、元々は株式会社ニチイ（現株式会社マイカル、以下「マイカル」）の店舗内を

中心とした婦人服飾販売から始まり、その後マイカルから独立し、店舗網や商品構成の見直

しにより、粗利益率の向上と量販店型専門店から高感度な専門店への変革を図ろうとしてお

りますが、現在でもその店舗の 40％以上がマイカル内の店舗（平成 19 年 12 月 31 日現在、

マイカル内の店舗数 32（全体の 41.6％））であり、その店舗立地の格差拡大等の影響を大き

く受けるため、収益確保に苦戦する状況が続いております。そのうえ、平成 18 年、当社の

株式会社ジャクスタポーズ買収を契機に、服飾だけでなく、宝飾・香水等も含めた総合的な

ファッションをプロデュースできるような事業へと、当社主導で変革しようとしたことが失

敗し、これまで行っていた店舗ごとにその地域特性を活かしたマーチャンダイジング（品揃

え）から、本社中心によるマーチャンダイジングの比重を一時期強力に推し進めたことが裏

目に出て、従来の顧客離れを起こしてしまう結果となりました。さらに、外的要因として、

個人消費の停滞に加え、販売単価の高い商品が多い秋冬物商戦において、暖冬や、秋も比較

的気温の高い日が続くなどの天候の影響もあり、業績の低迷傾向から抜け出せずにおります。

エルメとしても、マーチャンダイジング・販売計画の精度を上げ、競争力の高いオリジナル

商品作り、店舗のスクラップ＆ビルド等の施策を行ってはおりますが、残念ながら、まだ効

果は出てきておりません。こうした中では、エルメの業績動向、親会社である当社の社会的

信用低下等の影響を受け、現時点ではエルメ単独の新規の資金調達は厳しい状況にあります。

そのため、当社より運転資金や設備資金等相応の支援をせざるをえない状況となっておりま

す。 
グローバル・ファンデックスは、関東近県を中心に、地元住在のサラリーマン層をターゲ

ットに、手頃な価格のマンションを分譲販売することを主に行っております。しかし、昨年

春以降、マンション供給過多等による同業他社との競合激化、サブプライムローン問題に端

を発した金融環境の悪化により、同社の顧客層に対する住宅ローン審査が通りづらくなった

こと等により、エンドユーザーへの販売（契約決済）件数が低下。販売用不動産は銀行借入

等により販売に先行して仕入を行い、販売（契約決済）に伴ってその都度借入返済を行うの

で、その販売（契約決済）件数低下により、販売用不動産の残高が増えるとともに、借入金

残高も増加する結果となり、同社のキャッシュフローを圧迫する状況となっております。当

社としても、同社に対して運転資金の貸付を行い、支援している状況にあります。グローバ

ル・ファンデックスとしては、今後、販売用不動産の在庫処分により有利子負債の圧縮を進

めることで、財務状況の改善を図る方針でありますが、当社として資金面等相応の支援をせ

ざるをえない状況となっております。 
当社はこれら子会社に対して、必要な資金を供給するとともに、両社の経営立て直しを行

う必要に迫られておりますが、前述のとおり、当社の業績不振、当社に対する社会的信用力

の低下等により、現状では間接金融（銀行融資等）にて必要な資金調達をすることが難しい

状況にあります。昨年11月に銀行出身の鷹司通昭が当社代表取締役社長に就任して以来、鷹

司自身の出身銀行を中心に、当社と金融機関の関係改善に注力して参りましたが、前述のと
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おり、旧経営陣による過去の経営内容に端を発する当社への不信感、当社自体の業績不振等

により、現状では金融機関との関係修復には至らず、当社の社会的信用低下により、当社の

みならず、当社グループ傘下の子会社にまで悪影響を及ぼす状況になっております。 

また、現在の当社の経営体制では、当社グループの事業戦略を再構築し、社会的信用を回

復するには、残念ながら力量不足と認めざるをえません。 

そのため、このような状況下で、当社を取り巻く経営環境を改善し、当社グループの企業

価値・株主価値の向上を図るためには、資金調達だけにとどまらず、企業経営に長け、グル

ープの事業展開に必要なビジネスネットワークを有する企業と資本・事業提携することが必

要不可欠と判断いたしました。 

ベルリバー社は、鈴木洋氏（現株式会社ベルテクノ代表取締役会長）と証券会社出身の細

川信文氏によって、企業再生を目的として設立された投資会社です。鈴木氏は、住宅設備機

器の製造・販売を行っている株式会社ベルテクノの代表取締役を30年以上にわたって務め、

長年にわたる企業経営の実績があります。細川氏は証券会社勤務を通じて、多くの経営者と

交流することで、幅広いビジネスネットワークを構築しております。当社グループは、ベル

リバー社にとって、鈴木氏および細川氏の経験、人脈、リーダーシップ等を活かして企業再

生を行う第１号案件でもあります。 

当社としては、下記の提携概要のとおり、ベルリバー社が単なる資金調達にとどまらず、

同社が当社の経営の舵取りも行うことで、透明性の高い企業経営を行い、当社グループの社

会的信用や業績の回復を図ることが、企業価値・株主価値の向上のためには最適であると判

断いたしました。 

 

 

２. 資本提携の概要 

(1) ブリッジローン（借入金） 

ベルリバー社は、下記条件にて上限５億円の貸付枠を当社に対して設定する予定です。  

①貸出人：ベルリバー社  

②貸付開始日：平成 20 年１月 25 日（予定）  

③返済日：平成 20 年４月 11 日（予定） 

但し、本資本・事業提携に基づく本第三者割当増資等を通じて調達した資金により、

期限前に返済されることが予定されております。 

④資金使途（予定） 

  当社は純粋持株会社であり、子会社からの経営管理料と配当収入を主たる収入源とし

ております。現在の当社は、子会社であるエルメおよびグローバル・ファンデックスへ

の貸付金等により、資金が枯渇する状況になっております。そのため、本件資本提携に

基づく本第三者割当増資等の払込がなされる迄、当社ならびに当社子会社の資金需要に

対して、ベルリバー社からのブリッジローン（借入金）にて対応する予定です。 
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  内訳としては、当社自体の人件費・家賃等を含む経費合算として、＠5,000 万円/月は

必要であり、平成 20 年１～３月分の当社運転資金として 1 億 5,000 万円を充当する予

定です。 

  エルメについては、平成 20 年２月以降の仕入資金等の資金需要拡大に対する資金支

援として運転資金を１億 5,000 万円、また同社が計画している粗利益向上のための新

POS レジ・システムへの設備投資費用として１億円を充当する予定です。 

グローバル・ファンデックスについては、借入金返済資金として１億円を充当する予

定です。なお、同社は今後既存在庫の処分による現金化により、借入金返済に対応させ

る予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他：本貸付資金が完済されるまでの期間、貸出人は、当社の取締役会にオブザーバ

ーとして参加する権利を有します。 

 

(2) 第三者割当による株式及び新株予約権の発行  

当社は財務基盤の強化のため、ベルリバー社に対して、当社普通株式 7,000 万株を割当

てる予定です。また、上記新株式の発行に付随して、当社はベルリバー社に対し、新株予

約権（発行時の潜在的株式総数 2,000 万株）を無償発行いたします。なお、新株予約権に

つきましては、特に有利な条件による新株予約権の募集として、また新株式につきまして

も、払込金額が特に有利な金額に該当する可能性があることに配慮して、平成 20 年 3 月

14 日（金）に開催予定の当社臨時株主総会の特別決議を得られることを条件としておりま

す。 

本第三者割当増資等の詳細については、後記Ⅱ.「第三者割当により発行される株式及

び新株予約権」に記載のとおりであります。 

 

３. 事業提携の概要 

（1）当社グループの企業価値最大化を目的とした中期的な事業戦略の策定・遂行のためのア

ドバイザリー業務 

ベルリバー社は、当社との資本・事業提携契約に基づき、エルメおよびグローバル・フ

ァンデックスの事業立て直しや財務状況改善、当社グループの収益基盤拡大を図るための

新規事業の提案を含む、当社グループ戦略の再考ならびに経営管理機能の強化、企業価値

支出予定時期 支出予定額 資金の具体的使途（予定） 

平成 20 年１月 5,000 万円 

１億円 

当社運転資金 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽの借入金返済資金 

平成 20 年２月 5,000 万円 

１億円 

１億円 

当社運転資金 

エルメ運転資金 

エルメ設備投資（POS ﾚｼﾞ更新） 

平成 20 年３月 5,000 万円 

5,000 万円 

当社運転資金 

エルメ運転資金 
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最大化を目的とした中期的な事業戦略の策定・遂行のためのアドバイザリー業務を行うこ

とを予定しております。 

（2）役員等の派遣  

ベルリバー社は、本資本・事業提携を実効性のあるものとするために、当社へ役員等を

派遣することを予定しております。 

平成 20 年３月 14 日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という）

において、ベルリバー社代表取締役会長である鈴木洋氏および同社代表取締役社長である

細川信文氏を当社取締役候補者として付議する予定でおります。なお、当該臨時株主総会

における取締役の選任、および臨時株主総会終了後の取締役会における決議を経て、細川

氏は当社代表取締役社長に就任する予定です。 

また、ベルリバー社からの出向・斡旋等によって、今後の当社グループに必要な人材（エ

ルメおよびグローバル・ファンデックスの立て直しのために必要な人材、今後企画される

新規事業に必要な人材、管理業務において不足している人材など）の当社グループへの派

遣も予定しております。 

 

 

Ⅱ. 第三者割当により発行される株式および新株予約権 

１. 第三者割当により発行される株式の募集の目的 

  上記「Ⅰ.資本・事業提携の目的・概要 １.目的」に記載いたしましたとおり、当社は、

当社を取り巻く厳しい経営環境において、財務基盤強化のための資金調達が喫緊の課題で

あります。しかし、当社の業績不振、当社に対する社会的信用力の低下等により、現状で

は間接金融（銀行融資等）にて必要な資金調達をすることが難しい状況にあります。 

  そのため、当社はベルリバー社との資本・事業提携に基づき、当社グループの資金需要

に即応すべく、ベルリバー社から５億円のブリッジローンを借り入れます。その５億円の

返済原資を含め、当社グループに必要な資金を本件第三者割当による新株式発行により調

達を行うことといたしました。 

 ベルリバー社は、単なる出資にとどまらず、当社グループの経営にも参画することを予

定しております。当社としては、ベルリバー社が当社の筆頭株主となり、同社が当社の経

営の舵取りも行うことで、透明性の高い企業経営を行い、当社グループの社会的信用や業

績の回復を図ることが、企業価値・株主価値の向上のためには最適であると判断いたしま

した。 

 

 

２. 第三者割当により発行される新株予約権の募集の目的 

上記のとおり、本資本・事業提携の一環として、ベルリバー社は、単なる出資にとどま

らず、本臨時株主総会における承認等を前提として、当社に対して役員ならびに代表取締
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役を派遣することを予定しております。 

そのため、当社の経営に参画するベルリバー社に対して、新株式の割当てに加えて、新

株予約権を割り当てることによって、ベルリバー社にとって、当社グループの業績回復に

よる企業価値向上へのインセンティブがより一層高まり、同社主導による企業価値向上の

実現可能性が高まるものと期待しております。かかる趣旨の下、本臨時株主総会による承

認を前提として、当社はベルリバー社に対して、第三者割当による新株式の発行に付随さ

せて、新株予約権を無償で発行することが有用であると判断いたしました 

 

３. 調達する資金の額および使途 

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額） 

合計 15億円 

（内訳）第三者割当による新株式発行         11億7,000万円（注1、2） 

第三者割当による新株予約権の発行    3億3,000万円（注1、3、4） 

（注）1. 前提とした発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

    2. 払込金額の総額（発行価額の総額）は、株式の発行価格（払込金額）を１株当た

り17円として算出した概算額です。発行価格（払込金額）がこの前提条件から減

少した場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算は減少します。 

   3. 払込金額の総額は、発行価額の総額（０円）に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計金額の見込額（新株予約権の総数20,000個に対し、新株予約権

の行使により当社が交付する株式１株当たりの行使金額が17円となった場合、３

億4,000万円）として、算出した概算額です。 

4.行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算は増加又

は減少します。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および

当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額が減少するので、それ

に伴い差引手取概算金額も減少します。 

 

 (2) 調達する資金の具体的な使途 

  本件新株式等により調達する資金は、主として以下の使途を予定しております。 

①ブリッジローン（借入金）返済 

本臨時株主総会における承認を前提として、本第三者割当増資等の払込がなされるま

での資金需要に対応するため、ベルリバー社から借り入れるブリッジローン（借入金）

５億円の返済に充当いたします。 

 ②当社の運転資金、新規事業資金  

   当社は純粋持株会社であり、子会社からの経営管理料と配当収入を主たる収入源とし

ておりますが、当社の現状は子会社への貸付金等により、運転資金が枯渇する状況にな

っております。後述のとおり、今後、新たな収益事業を行うことで、収益力の向上を図

る予定ですが、そうした事業が立ち上がるまでの間の運転資金として、当社自体の人件

費・家賃等を含む経費合算（@5,000万円/月）の１年分として、６億円を充当する予定で

す。 
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    また前述のとおり、当社は子会社からの経営管理料と配当収入が主たる収入源であり、

現在は自ら収益事業を行っておりません。そのため、今後は子会社からの資金に頼らず

に自らの経費を賄えるように、当社単体でも新たな収益事業を行うことを予定しており

ます。そのため、当社（もしくは当社が新たに設立する100％子会社）にて、まずは、細

川氏の経験・人脈を活かして金融商品（保険等）の販売営業などの新規事業の立ち上げ

を計画しております。本件調達資金を投入することになる今後の新規事業計画の詳細に

つきましては、現在策定中であり、確定次第速やかにお知らせいたしますが、その準備

を含めた事業資金として２億5,000万円の充当を予定しております。 

③100％子会社・エルメの運転資金・設備資金 

     エルメに対して、仕入資金等の資金需要拡大に対する資金支援として運転資金 5,000

万円、エルメが現在進めている店舗のスクラップ＆ビルドの一環で、平成 20 年４月以

降に予定している新規出店および既存店改装資金として１億円を充当する予定です。 

支出予定時期 支出予定額 資金の具体的使途（予定） 

平成 20 年４月～ ５億円 

６億円 

5,000 万円 

１億円 

２億 5,000 万円 

ブリッジローン返済 

当社運転資金 

エルメ運転資金 

エルメ新規出店および既存店改装資金 

当社新規事業資金 

（※）上記は、株式の発行価格（払込金額）および新株予約権の行使により当社が交付する株

式１株当たりの行使金額を、１株当たり17円として算出した概算額を前提にしています。 

 

(3) 調達する資金の支出予定時期 

平成20年４月以降、随時 

 

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上記「１. 第三者割当により発行される株式の募集の目的」に記載いたしましたとおり、 

当社グループ存続のためには、財務基盤強化のための資金調達が喫緊の課題であり、こ

の状態で推移した場合、当社ならび当社子会社の資金不足は明らかであり、今後の当社

グループ存続に大きく影響を及ぼしかねない状況にあります。このため、ブリッジロー

ンを含めたベルリバー社との資本・事業提携によるスピーディな資金調達が必要不可欠

であります。 

当社は今回の提携による資金調達により、今後のエルメおよびグローバル・ファンデ

ックスの事業立て直しや財務状況改善、当社の新規事業による収益基盤拡大等を図り、

今後の事業運営の継続性と安定性を確保して収益性を高めることで、当社の企業価値の

向上、既存株主様の持分価値の向上につながるものであり、その使途には合理性がある

ものと判断しております。 
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４. 最近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 

(1) 最近３年間の業績（連結）                    （単位：千円） 

決算期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

売上高 5,900,294 9,309,037 24,807,977

営業利益 △216,112 577,309 △442,683

経常利益 △237,725 514,826 △615,388

当期純利益  △250,609 413,928 △3,600,426

1株当たり当期純利益（円）  △3 円 52 銭 3 円 97 銭 △26 円 76 銭

1株当たり配当金（円）  － － －

1株当たり純資産（円）  39 円 33 銭 90 円 01 銭 57 円 27 銭

 

(2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況（平成19年８月31日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 169,935,000株 100.0％ 

潜在株式数 15,934,000株 9.4％ 

 

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当による新株式の発行 

発行期日 平成20年４月11日 

調達資金の額 1,190,000,000円（発行価格：未定）（注） 

募集時点における発行済株式数 169,935,000株 

当該増資による発行株式数 70,000,000株 

募集後における発行済株式総数 239,935,000株 

割当先 ベルリバー社 

（注）1. 発行価格の算定方法については、平成20年１月24日開催の当社取締役会において、
次のとおり決定しております。 

     「払込金額は、１株につき17円（平成20年１月23日終値に0.85を乗じて算出された
金額）、又は、平成20年１月24日（当日を含む。）から平成20年３月13日（当日を
含む。）まで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毎日の
VWAP（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に係る売買高加重
平均価格をいう。以下同じ。）の平均値（ただし、VWAPのない日は除く。）に0.85
を乗じて算出される金額（１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）、
のいずれか低い価格とする」 

   2. 調達資金の額は、株式の発行価格（払込金額）を１株当たり17円として算出した
見込額です。 

 

② 第三者割当による新株予約権の発行 

発行期日 平成20年４月11日 

調達資金の額 340,000,000円（注） 
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募集時点における発行済株式数 169,935,000株 

当該増資による発行株式数 20,000,000株  

募集後における発行済株式総数 189,935,000株 

割当先 ベルリバー社 

（注）調達資金の額は、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計金額の見込額（新
株予約権の総数20,000個に対し、新株予約権の行使により当社が交付する株式１株当
たりの行使金額が17円となった場合、340,000,000円）を合算した金額です。 

 
 

③ 新株予約権による資金調達を行う理由 

前述のとおり、本資本・事業提携の一環として、ベルリバー社は本臨時株主総会におけ

る承認を前提として、当社に対して役員ならびに代表取締役を派遣することを予定してお

ります。当社は、当社の経営に参画するベルリバー社に対して、新株式の割当に加えて、

新株予約権を割り当てることによって、業績向上による企業価値向上へのインセンティブ

が一層高まるものと考えております。このことによって、ベルリバー社と当社の結びつき

はより強くなり、当社がベルリバー社から提供されるビジネスナレッジ等の活用により企

業価値向上の実現可能性が高まるものと期待しております。かかる趣旨の下、本臨時株主

総会による承認を前提として、当社はベルリバー社に対して、第三者割当による新株式の

発行に付随させて、新株予約権を発行することが有用であると判断いたしました。 

 
 

(4) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第５回新株予約権の発行 

発行期日 平成 17 年 11 月 15 日 

調達資金の額 3,610,035 千円（当初行使価格×新株予約権の総数）

募集時点における発行済株式数 118,954,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり195円）における潜在株式

数：18,513,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：15,769,000 株 

※平成 19 年 10 月２日行使期間満了につき 2,744,000

株失権、現残株式数：０ 

当初の資金使途 運転資金 

割当先 株主割当 

支出時期 平成 18 年１～２月 

現時点における充当状況 行使払込金額の手取資金3,065百万円は、㈱オーエー・

システム・プラザの第三者割当増資引受に1,896百万円

および同興紡績㈱（現㈱プロジェ・ホールディングス）

の第三者割当増資引受に1,169百万円を充当いたしま

した。 
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・第６回新株予約権の発行 

発行期日 平成 17 年９月 27 日 

調達資金の額 1,030,500 千円（有償発行価額（27 百万円）＋当初行

使価格×新株予約権の総数） 

募集時点における発行済株式数 113,248,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり223円）における潜在株式

数：4,500,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：830,000 株 

※平成 19 年６月 14 日 2,500,000 株消却 

※平成 19 年 10 月２日行使期間満了につき 1,170,000

株失権、現残株式数：０ 

当初の資金使途 投資事業資金 

割当先 Finet Group Limited、㈱アーティストハウス、㈱アル
ファ・インベストメント、ストラテジックキャピタル
パートナーズ㈱、ドリーム・アセット・マネジメント
㈱、㈱ケイシュウキャピタル、㈲東西コンサルティン
グ、ファースト・パートナーズ・グループ㈱、平山達
大 

支出時期 平成 18 年１月 

現時点における充当状況 行使払込金額の手取資金189百万円は、㈱オーエー・シ

ステム・プラザの新株予約権引受に45百万円、同社の

第三者割当増資引受に144百万円に充当いたしました。

 

・第７回新株予約権の発行 

発行期日 平成 17 年 12 月 19 日 

調達資金の額 2,434,000 千円（有償発行価額（４百万円）＋当初行

使価格×新株予約権の総数） 

募集時点における発行済株式数 126,000,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり405円）における潜在株式

数：6,000,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：０株 

※平成 18年 12月 20日行使期間満了につき 6,000,000

株失権、現残株式数：０ 

当初の資金使途 投資資金（㈱オーエー・システム・プラザおよび同興

紡績㈱の株式取得資金等） 

割当先 Merrill Lynch International 

支出時期 平成 18 年１月以降 

現時点における充当状況 有償発行資金４百万円については㈱オーエー・システ

ム・プラザの新株予約権引受に全額充当いたしました。

なお、行使資金は新株予約権未行使につき、資金を使

用しておりません。 
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・第８回新株予約権の発行 

発行期日 平成 17 年 12 月 19 日 

調達資金の額 2,701,000 千円（有償発行価額（１百万円）＋当初行

使価格×新株予約権の総数） 

募集時点における発行済株式数 126,000,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり450円）における潜在株式

数：6,000,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：０株 

※平成 19年 12月 20日行使期間満了につき 6,000,000

株失権、現残株式数：０ 

当初の資金使途 投資資金（㈱オーエー・システム・プラザおよび同興

紡績㈱の株式取得資金等） 

割当先 Merrill Lynch International 

支出時期 平成 18 年１月以降 

現時点における充当状況 有償発行資金１百万円については㈱オーエー・システ

ム・プラザの新株予約権引受に全額充当いたしました。

なお、行使資金は新株予約権未行使につき、資金を使

用しておりません。 

 

・第９回新株予約権の発行 

発行期日 平成 17 年 12 月 19 日 

調達資金の額 3,000,500 千円（有償発行価額（500 千円）＋当初行使

価格×新株予約権の総数） 

募集時点における発行済株式数 126,000,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり500円）における潜在株式

数：6,000,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：０株 

当初の資金使途 投資資金（㈱オーエー・システム・プラザおよび同興

紡績㈱の株式取得資金等） 

割当先 Merrill Lynch International 

支出時期 平成 18 年１月以降 

現時点における充当状況 有償発行資金500千円については㈱オーエー・システ

ム・プラザの新株予約権引受に全額充当いたしました。

なお、行使資金は新株予約権未行使につき、資金を使

用しておりません。 

 

・第三者割当による新株式の発行 

発行期日 平成 19 年３月２日 

調達資金の額 1,540,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 135,982,000株 

当該増資による発行株式数 普通株式20,000,000株 
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割当先 Rising Sun International Investment Fund 

当初の資金使途 新たな M&A 等の事業投資資金 

支出時期 平成 19 年３月 

現時点における充当状況 手取資金 1,531 百万円は、グローバル・ファンデック

ス㈱の M&A 資金に全額充当いたしました。 

 

・第10回新株予約権の発行 

発行期日 平成 19 年６月 14 日 

調達資金の額 38,709 千円（当初行使価格×新株予約権の総数） 

募集時点における発行済株式数 169,935,000株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価格（１株当たり69円）における潜在株式

数：561,000株 

現時点における行使状況 行使済株式数：０株 

※割当者の退職により、平成 19 年 11 月 30 日現在で合

計 151,000 株失権し、現残株式数：410,000 株 

当初の資金使途 運転資金 

割当先 当社従業員 8 名、当社子会社取締役８名、当社子会社

従業員 211 名 

支出時期 － 

現時点における充当状況 新株予約権未行使のため、資金を使用しておりません。

 

 (5) 最近の株価の状況 

平成 17 年２月期末（平成 17 年２月 28 日終値） 107 円

平成 18 年２月期末（平成 18 年２月 28 日終値） 213 円

平成 19 年２月期末（平成 19 年２月 28 日終値） 87 円

直近３ヶ月の終値平均 

（平成 19年 10 月 24 日～平成 20 年１月 23 日） 
24 円

発行決議日の前日（平成 20 年１月 23 日）の終値 20 円

 

５. 募集後の大株主比率及び持株比率 

順位 募集前（平成19年８月31日現在） 募集後（ﾍﾞﾙﾘﾊﾞｰ社新株予約権全部反映後）

１ 

ｴｽｱｲｴｽ ｾｶﾞｲﾝﾀｰｾﾄﾙ ｴｰｼﾞｰ 

（常任代理人 株式会社三

菱東京 UFJ 銀行 決済事業

部） 

15.43％
ベルリバーファイナンス株式

会社 
34.62％ 

２ 

ｼｰｴﾙｴｽｴｰ ｻﾌﾞ ｱｶｳﾝﾄ ｸﾗｲｴﾝﾄ

（常任代理人 ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行株

式会社） 

14.12％

ｴｽｱｲｴｽ ｾｶﾞｲﾝﾀｰｾﾄﾙ ｴｰｼﾞｰ 

（常任代理人 株式会社三菱

東京 UFJ 銀行 決済事業部） 

10.09％

３ 坂田 陽一郎 9.18％ 坂田 陽一郎 6.01％

４ 
ｲｰｴﾌｼﾞｰﾊﾞﾝｸ （常任代理人

株式会社三菱東京 UFJ 銀行
4.79％

ｲｰｴﾌｼﾞｰﾊﾞﾝｸ （常任代理人 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 
3.14％
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決済事業部） 決済事業部） 

５ 

ｺｱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾔﾏｲﾁ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

ﾎﾝｺﾝ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｱｶｳﾝﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ  

（常任代理人 香港上海銀行

東京支店ｶｽﾄﾃﾞｨ業務部） 

3.23％

ｺｱ ﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾔﾏｲﾁ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

ﾎﾝｺﾝ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｱｶｳﾝﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ  

（常任代理人 香港上海銀行

東京支店ｶｽﾄﾃﾞｨ業務部） 

2.12％

６ 

ｸﾚﾃﾞｨ ｱｸﾞﾘｺｰﾙ ｽｲｽ ｴｽｴｰ

（常任代理人 株式会社三菱

東京 UFJ 銀行 決済事業部） 

2.82％

ｸﾚﾃﾞｨ ｱｸﾞﾘｺｰﾙ ｽｲｽ ｴｽｴｰ 

（常任代理人 株式会社三菱

東京 UFJ 銀行 決済事業部） 

1.84％

７ 大阪証券金融株式会社 1.15％ 大阪証券金融株式会社 0.76％

８ 
SBI イー・トレード株式会社 

自己融資口 
0.74％

SBI イー・トレード株式会社

自己融資口 
0.49％

９ 
SMBC フレンド証券株式会社 

自己融資口 
0.40％

SMBC フレンド証券株式会社

自己融資口 
0.27％

10 

ﾊﾞﾝｸ ｼﾞｭﾘｳｽ ﾍﾞｱ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆ

ｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（常任代理人 株式

会社三菱東京 UFJ 銀行 決済

事業部） 

0.40％

ﾊﾞﾝｸ ｼﾞｭﾘｳｽ ﾍﾞｱ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆ

ｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（常任代理人 株式

会社三菱東京 UFJ 銀行 決済

事業部） 

0.26％

(注) 1.発行株式総数に対する割合を記載しております。募集後の状況は、平成19年８月31日現

在の株主名簿に基づき記載しておりますが、平成19年11月12日付大量保有報告書（変更

報告書）にて、持分比率０として提出がなされたアウトパフォーマー・インベストメン

ト・リミテッド（シーエルエスエー・サブ・アカウント・クライエント）は、募集後の

状況から除いております。 

2.募集後の持株比率については、ベルリバー社が新株式70,000千株、新株予約権の全部行

使20,000千株、合計90,000千株保有として、発行済株式数はこの増加分のみ加味した

259,935千株を前提条件として計算しております。 

 

６. 業績への影響の見通し 

 平成 20 年２月期業績予想につきましては、平成 20 年１月 11 日付でお知らせいたし

ました「平成 20 年２月期業績予想（連結）の再修正に関するお知らせ」から変更はご

ざいません。但し、今後の進展により修正が必要になる場合には、確定次第速やかにお

知らせいたします。 

  また、当社は平成 19 年４月 25 日付で「中期事業計画」を発表しておりますが、今回

の資本・事業提携による効果も含めて、来期以降の事業計画について現在見直しを行っ

ております。今後展開予定の新規事業と併せて、計画内容が確定次第速やかにお知らせ

いたします。 

 

７. 発行条件等の合理性 

(1) 発行価額の算定根拠 

① 第三者割当による新株式の発行 

本件第三者割当による新株式の発行価額、発行条件等につきましては、当社ならび当

社子会社にとって喫緊の資金需要、財務および経営状況等を踏まえ、ベルリバー社との

間の交渉により決定したものであります。 

新株式の発行価格の算定方法につきましては、上記「４. 最近３年間の業績およびエ
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クイティ・ファイナンスの状況 (3)今回のエクイティ・ファイナンスの状況 ①第三

者割当による新株式の発行」の（注）１に記載いたしましたとおり、平成20年１月24日

開催の当社取締役会において、次のとおり決定しております。 

なお、下記における価格の算定における15％のディスカウントにつきましては、当社

ならびに当社子会社のエルメ、グローバル・ファンデックスの現在の経営環境を勘案し、

ベルリバー社の将来リスク負担を加味して、決定したものであります。 

「今回の第三者割当増資により発行される株式の払込金額は、１株につき17円（平成

20年１月23日終値に0.85を乗じて算出された金額）又は、平成20年１月24日（当日を含

む。）から平成20年３月13日（当日を含む。）まで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毎日のVWAP（株式会社大阪証券取引所における当社普通株式

の普通取引に係る売買高加重平均価格をいう。以下同じ。）の平均値（ただし、VWAPの

ない日は除く。）に0.85を乗じて算出される金額（1円未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨てる。）、のいずれか低い価格とする」。 

② 第三者割当による新株予約権の発行 

当該新株予約権の発行価額は、無償としております。 

本新株予約権の行使により当社が交付する株式１株当たりの払込金額（以下、「行使

価額」という。）は、当初、17円（平成20年１月23日終値に0.85を乗じて算出された金

額）、又は、平成20年１月24日（当日を含む。）から平成20年３月13日（当日を含む。）

まで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毎日のVWAPの平均

値（ただし、VWAPのない日は除く。）に0.85を乗じて算出される金額（１円未満の端数

が生じたときはこれを切り捨てる。）、のいずれか低い価格としております。上記の行

使価額の算定における15％のディスカウントにつきましては、当社ならびに当社子会社

のエルメ、グローバル・ファンデックスの現在の経営環境を勘案し、ベルリバー社の将

来リスク負担を加味して、決定したものであります。 

なお、今回の新株予約権をベルリバー社に対して無償で発行する理由は、次のとお

りです。本資本・事業提携に伴い、ベルリバー社は本臨時株主総会における承認を前提

として、当社に対して役員ならびに代表取締役を派遣することを予定しております。 
当社としては、当社の再生を託すベルリバー社に対して、新株式の割当てに加えて、

新株予約権を割り当てることによって、ベルリバー社にとって、当社グループの業績

回復による企業価値向上へのインセンティブがより一層高まり、同社主導による企業

価値向上の実現可能性が高まるものと期待しております。かかる趣旨の下、本臨時株

主総会による承認を前提として、当社はベルリバー社に対して、第三者割当による新

株式の発行に付随させて、新株予約権を無償で発行することが有用であると判断いた

しました。 

当社は、当社の経営に参画するベルリバー社に対して、新株式の割当に加えて、新

株予約権を割り当てることによって、業績向上による企業価値向上へのインセンティ
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ブが一層高まるものと考えております。このことによって、ベルリバー社と当社の結

びつきはより強くなり、当社がベルリバー社から提供されるビジネスナレッジ等の活

用により企業価値向上の実現可能性が高まるものと期待しております。かかる趣旨の

下、本臨時株主総会による承認を前提として、当社はベルリバー社に対して、第三者

割当による新株式の発行に付随させて、新株予約権を無償で発行することが有用であ

ると判断いたしました。 
 

（2）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社が資本提携に基づいて、ベルリバー社に対し割当て発行する新株式7,000万株は平

成19年8月31日現在の発行済株式数の41.19％であり、ベルリバー社に対して割当てる新株

予約権（発行時の潜在的株式総数2,000万株）は平成19年８月31日現在の発行済株式数の

11.77％の潜在株式が新たに発生することになります。これによってベルリバー社は新株

式および新株予約権全部行使した場合は、34.62％保有することになります。 

現在の当社グループは、前述のとおり、社会的信用の低下、資金不足、業績低迷等によ

り、このままでは今後の当社グループ存続さえも危ぶまれる状況にあります。この状況に

おける本第三者割当増資等は、結果として既存株式の希薄化を生じますが、ベルリバー社

と本資本・事業提携を行うことは、当社グループの必要資金の調達と社会的信用回復のた

めに必要不可欠であります。当社は本提携によって、当社グループの危機を脱し、来年度

（平成21年２月期）以降の業績回復を図り、当社グループの企業価値・株主価値を向上さ

せることが、本第三者割当増資等で希薄化する既存株主様の持分価値の回復、および向上

に資するものと考えております。 

 

８. 割当先の選定理由 

（1）割当先の概要（平成20年１月23日現在） 

①商 号 ベルリバーファイナンス株式会社 

②事 業 内 容 投資事業 

③設 立 年 月 日 平成 19 年 11 月 29 日 

④本 店 所 在 地 東京都港区 

⑤代 表 者 の 氏 名 代表取締役会長 鈴木 洋 

代表取締役社長 細川 信文 

⑥資 本 金 100 万円 

                         ※今後本件資本提携に応じて増強される予定 

⑦発 行 済 株 式 数 20 株 

⑧純 資 産 設立直後につき、該当事項はありません。 

⑨総 資 産 設立直後につき、該当事項はありません。 

⑩決 算 期 ６月 30 日 
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⑪従 業 員 数 なし ※今後必要に応じて増員される予定 

⑫主 要 取 引 先    なし 

⑬大株主及び持株比率 細川 信文 100％ 

⑭主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行 

⑮上場会社と割当先の関係等  

当社が保有している

取得者の株式の数 
該当事項はありません。 

出資関係
取得者が保有してい

る当社の株式の数 
該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 
取引関係

人的関係 該当事項はありません。 

  ⑯最近３年間の業績    設立直後につき、該当事項はありません。 

 

 

（2）割当先を選定した理由 

ベルリバー社は鈴木洋氏（株式会社ベルテクノ代表取締役会長）および細川信文氏によ

って、企業再生を目的として設立された投資会社であります。 

鈴木氏は、住宅設備機器の製造・販売を行っている株式会社ベルテクノの代表取締役を

30 年以上にわたって務め、長年にわたる企業経営の実績があります。細川氏は証券会社勤

務を通じて、多くの経営者と交流することで、幅広いビジネスネットワークを構築してお

ります。当社は、当社を取り巻く経営環境を改善し、財務基盤強化のために必要な資金調

達ならびに中期的な事業戦略のための提携先を検討し、総合的に判断した結果、ベルリバ

ー社との提携が得策であると判断したものであります。 

 

（3）割当先の保有方針 

当社は割当先との間において、第三者割当による新株式の発行より２年以内に当該株式

の一部を譲渡した場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受けており

ます。 

なお、割当先は、当社との間で中長期的な安定株主として協力関係を構築する予定であ

り、そのため、当社株式の最低限の保有期間として本件新株式交付日より５年間とするこ

とで合意いたしております。 
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（別添）新株式および新株予約権の発行要領 

 

１. 第三者割当による新株式発行 

（1）募集株式の種類及び数  当社普通株式 70,000,000 株 

（2）発行価額           

払込金額は、17 円（平成 20 年１月 23 日終値に 0.85 を乗じて算出された金額）、又は、

平成 20 年１月 24 日（当日を含む。）から平成 20 年３月 13 日（当日を含む。）までの株

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毎日の VWAP（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に係る売買高加重平均価格をいう。以下同

じ。）の平均値（ただし、VWAP のない日は除く。）に 0.85 を乗じて算出される金額（1円

未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）、のいずれか低い価格とする。 

（3）発行価額の総額   1,190,000,000 円 

※上記は株式の発行価格（払込金額）を１株当たり17円として算出した見込額である。 

（4）資本組入額の総額   595,000,000 円 

※資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第37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、当該資本金等増加

限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。なお、上記は株式の発行価格

（払込金額）は１株当たり17円として算出した見込額である。 

（5）募集の方法  第三者割当の方法による。 

（6）割当予定先及び割当株式数   

ベルリバーファイナンス株式会社に対し、全株を割り当てる。 

※当社は割当先との間において、第三者割当による新株式の発行より２年以内に当該株

式の一部を譲渡した場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受け

ている。 

（7）申込期間    平成 20 年４月 10 日（木）  

（8）払込期日    平成 20 年４月 11 日（金） 

（9）新株券交付日  平成 20 年４月 11 日（金） 

（10）上記株式を割当てた者から申込がない場合には、当該株式に係る割り当てを受ける権

利は消滅する。 

（11）本新株式の発行については、平成 20 年１月 24 日（木）開催の取締役会決議による。

なお、平成 20 年３月 14 日（金）開催予定の当社臨時株主総会において特別決議による

承認決議がなされること、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とす

る。 
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２. 第三者割当による新株予約権発行 

（1）新株予約権の名称 

ステラ・グループ株式会社第 11 回新株予約権（以下「本新株予約権」という） 

（2）目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 20,000,000 株 

①本新株予約権１個の行使により当社が交付する当社普通株式の数（以下「割当株式数」

という。）は、1,000 株とする。 

②前号のほか、下記（10）に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約

権につき、割当株式数は、調整直前の行使価額に調整直前の割当株式数を乗じて得ら

れる数を、調整後の行使価額で除して得られる数に適切に調整されるものとする。 

③本項に基づく割当株式数の調整の結果生ずる１株未満の端数が生じたときは、会社法

第 283 条に定める方法によりこれを取り扱う。 

（3）発行価額   無償とする。 

（4）申込期間   平成 20 年４月 10 日（木） 

（5）割当日    平成 20 年４月 11 日（金） 

（6）払込期日   平成 20 年４月 11 日（金） 

（7）本新株予約権の総数 

20,000 個。但し、上記（4）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない新株予約

権については、発行を打ち切るものとする。 

（8）新株予約権証券 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

（9）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

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金銭とし、本新株予約権１個に

つき、行使価額（但し、後記（10）によって調整された場合は調整後の行使価額とす

る。）に割当株式数を乗じた額とし、１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て

た額とする。 

②本新株予約権の行使により当社が交付する株式 1株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）は、当初、17 円（平成 20 年１月 23 日終値に 0.85 を乗じて算出された

金額）、又は、平成 20 年１月 24 日（当日を含む。）から平成 20 年３月 13 日（当日を

含む。）まで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毎日の

VWAP の平均値（ただし、VWAP のない日は除く。）に 0.85 を乗じて算出される金額（1

円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）、のいずれか低い価格とする。 

（10）行使価額の調整 

新株予約権の発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、

次の算式により行使価額を調整する。 
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１ 

調 整 後 
行使価額 ＝ 

調 整 前 
行使価額 × 

分割・併合の比率 

また、行使価額は、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当該普通株式交付を請求

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。）の発行が行われる場合

その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

（11）本新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年４月 14 日から平成 21 年 10 月 13 日までの期間とする（以下、「行使期間」と

いう）とする。 

（12）本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の行使の条件は定めない。 

（13）本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

（14）本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本金および資本準備額に関
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、

前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。 

（15）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を

要するものとする。 

（16）本新株予約権の行使の方法 

①本新株予約権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、そ

の行使に係る本新株予約権の内容および数並びに当該行使請求の年月日等を記載し

てこれに記名捺印又は署名した上、これを上記（11）に定める行使期間中に、後記

（20）に定める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、前号の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される財産の価額の全額を現金にて後記（21）に定める

払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

③本新株予約権の行使の効力は、当該本新株予約権を行使した日に発生する。 

（17）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、当該行使に係る本新株予約権者に対し速や

かに株券を発行又は交付する。但し、単元未満株式については定款の定めに従い株券を

発行しない。 

（18）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
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当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（そ

れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ

当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）

をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力

を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分

割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の

成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予

約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236

条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新

株予約権で、下記①ないし⑧に定める内容のものをそれぞれ交付することとする。この

場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す

るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（2）に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再

編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象

会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、上記（9）で定め

られる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記（11）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記（11）に定める新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 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 

上記（14）に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承

認を要しない。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

       定めない。 
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（19）本新株予約権の募集の方法 

第三者割当の方法により、本新株予約権のすべてを、ベルリバーファイナンス株式会

社に割当てる。 

（20）行使請求受付場所 

当社東京本社 総務人事部 

（21）本新株予約権の払込金額の払込みおよび本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 大阪支店 

（22）本新株予約権行使後第１回目の配当の方法 

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、

当該配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権

の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日において発行済みの他に当社普

通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

（23）前各号については、平成 20 年３月 14 日（金）開催予定の当社臨時株主総会におい

て特別決議による承認決議がなされること、これらの承認に係る事項の実行に必要と

なる全ての許認可等（金融商品取引法による届出の効力発生を含みます。）が取得され

ることを条件とする。 

（24）特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

   今回の新株予約権をベルリバーファイナンス株式会社（以下、「ベルリバー社」）に

対して無償で発行する理由は、次のとおりです。 

現在の当社グループは、社会的信用の低下、資金不足、業績低迷等により、このま

までは今後の当社グループ存続さえも危ぶまれる状況にあります。ベルリバー社と本

資本・事業提携を行うことは、当社グループの必要資金の調達と社会的信用回復のた

めに必要不可欠であります。ベルリバー社は、単なる出資にとどまらず、本臨時株主

総会における承認等を前提として、当社に対して役員ならびに代表取締役を派遣する

ことを予定しております。 

当社としては、当社の再生を託すベルリバー社に対して、新株式の割当てに加えて、

新株予約権を割り当てることによって、ベルリバー社にとって、当社グループの業績

回復による企業価値向上へのインセンティブがより一層高まり、同社主導による企業

価値向上の実現可能性が高まるものと期待しております。かかる趣旨の下、本臨時株

主総会による承認を前提として、当社はベルリバー社に対して、第三者割当による新

株式の発行に付随させて、新株予約権を無償で発行することが有用であると判断いた

しました。 

 

上記の発行要領につきましては、本臨時株主総会において承認されることを前提としてお

ります。 

以 上 


