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第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年２月 12 日開催の取締役会において、第三者割当による第７回乃至

第 18 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行を決議いたしましたので、

その概要につき下記のとおりお知らせいたします。  

 

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、これまで予定通り順次大規模な組織変更を伴う事業の再構築を進めておりまし

た。事業再構築を円滑に進めて行くなかで、有限会社ホマル(以下、「ホマル社」という)が、

ロシア連邦ソチ市の黒海沿岸で進めております人工島建設（以下、「ソチ人工島計画」とい

う。）に参画することになりました。当社がホマル社と協議を進めていく中で、先般、当社

がホマル社の、定款上の資本額の 80％以上を譲り受けることで合意いたしました。当社と

いたしましては、ソチ人工島計画に出資に見合う権利を取得することになると共に、出資

に見合う資金負担を負うことにもなりました。ソチ人工島計画はプロジェクト・ファイナ

ンスによる開発を予定しており、事業計画が明確となった時点で資金調達を今後行う予定

です。なお、当社負担分は、プロジェクト・ファイナンスまでの必要な費用であり、今後

１年間で約 200 億円にのぼる資金需要が発生すると、当社は見込んでおりますが、この度

の資金調達はその一部の費用に充当する予定であります。 

 

（２）本新株予約権の商品性について  

本修正条項付新株予約権について 

① 行使価額が、当初、発行決議日前日の株価終値よりも高く設定されております。 

② 割当日以降、当社の判断により回号ごとの行使価額の修正及び再修正の決定が
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行われると、行使価額は、その時の株価の 90％に修正され、以降 6ケ月に一度

その時の株価の 90%に修正される、という設計となっております。 

③ 行使価額の修正決定後、株価が上昇すれば行使価額も上方修正され希薄化の度

合いが小さくなり、株価が下落すれば行使価額も下方修正され希薄化の度合い

も大きくなります。しかし、一時的に希薄化が生じたとしても、ロシア連邦ソ

チ人工島建設計画等及び既存事業への充当によりもたらされる企業価値の増大

が、将来的に既存株主様の一株当たり利益など持株価値の向上に資すると考え

ております。 

④ 本新株予約権はエクイティ・コミットメントライン型のため、行使時期と金額

は、当社の意思によりなされていることから、希薄化をある程度制限できる設

計となっております。 

⑤ 当社が各回の本新株予約権ごとに行使価額の修正を決定した場合、割当予定先

は、行使 終期日までに一定の条件の下でどれだけの新株予約権を行使するか

を表明し、行使することを表明した個数の新株予約権の出資金総額（注）の払

込みを行い、当該出資金総額は、割当予定先がその後一定の条件の下で新株予

約権の行使を行うことに伴い資本に切り替わる設計になっております。 

⑥ 当社の判断で、いつでも残存する本新株予約権の全部または一部の取得が可能

となっております。 

   なお、上記の商品性に加えて、割当先との契約上の本新株予約権の行使に関する特

約条項により、以下の内容が付加されております。 

⑦ 本新株予約権については当社が割当予定先に対して本新株予約権の行使を認め

る旨の通知がなされない限り割当予定先は本新株予約権を行使することができ

ない契約になっております。 

⑧ 当社が割当予定先に対して本新株予約権の行使を求めた場合には、割当予定先

は、本新株予約権を行使しなければならない契約になっております。 

 

（注）出資金総額 ：割当予定先が行使 終期日までに行使することを表明した新株予約権

の個数×新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額。  

 

（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、本新株予約権

の特徴である、 

① 行使価額の修正が決定された後、割当予定先が行使 終日までに行使を希望す

る新株予約権の個数を表明し、行使に先立ちその出資金総額を当社に支払うた

め、当社は出資総額分の資金調達ができること 
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② 割当日以降、当社の判断で行使価額の修正を決定できるので、本新株予約権の

行使が開始されるタイミングをコントロールできること 

③ 今回発行する新株予約権は 12 の回号に分かれており、行使価額の修正開始の

決定後、各回号ごとに、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とともに、円滑かつ着実な自己資本の拡大が期待でき

ること 

④ 行使価額の修正決定後、株価が上昇した場合には希薄化が抑制されること 

⑤ 資本政策の変更が必要になった場合には、当社の判断により残存する本新株予

約権の全部または一部を取得できること 

等を勘案し、本新株予約権の発行が当社にとって現時点における 良の選択肢であ

ると判断いたしました。 

 

２．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）  

11,617,320,000 円 

上記の差引手取概算額は、新株予約権の払込金額の合計（第 7回乃至第 18 回新株予

約権）と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（第 7回乃至第 18 回

新株予約権）とを合算して算出しております。なお、本新株予約権の行使は新株予約権

者の判断によるものであり、発行決議日現在において本新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額の合計額および払込日は確定しておりません。また、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場合および当社が新株予約権を取得した場合には、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 

本新株予約権発行による払込金額の総額 12,097 百万円から発行諸費用の概算額 480

百万円を差し引いた手取概算額 11,617 百万円につきましては、ロシア連邦ソチ人工島

開発計画において、今後 1 年間で概略として、総額 20,000 百万円にのぼる資金需要が

発生すると見込んでおり、その一部の費用に充当する予定です。   

総額 20,000 百万円にのぼると見込まれる資金需要の内訳は、以下の通りです。 

① 第１番目の人工島（総額 150,000 百万円）につきましては、埋立て設計料 3,000 百

万円、建物設計料 2,000 百万円（建物設計総額 4,500 百万円のうち本年度負担分）、

造成工事準備費用 5,000 百万円、許認可取得追加費用 500 百万円、現地調査 1,000

百万円が見込まれます。 

② 第２番目の人工島（総額 50,000 百万円）につきましては、埋立て設計料 1,500 百万

円、建物設計 500 百万円(設計総額 1,000 百万円のうち本年度負担分)、造成工事準

備費用 2,000 百万円、許認可取得追加費用 1,000 百万円、現地調査 1,000 百万円が
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見込まれます。 

③本社企画費用につきましては、テナント企画募集 1,000 百万円、当社新規スタッフ採

用関連費用 500 百万円（外注含む）、その他活動費 1,000 百万円が見込まれます。 

本件全額を弊社自己資金とするとは限らず、事業計画が明確となった時点でファンド

を組むなどして、資金調達を行う予定です。 

当社負担分は、上記ファンド組成までに必要な費用で、その時期、金額については計

画の進捗度に応じ判明してくるため、資金調達枠として 12,000 百万円を設定いたしま

した。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期  

 調達資金を支出する時期は、上記（2）で述べた事業の計画が具体化し、その支払い

が発生した時点となりますが、当該時期は現時点ではまだ確定しておりません。したが

って、資金需要が具体化し、行使価額の修正を決定した時点で具体的な内容を追加開示

いたします。 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方  

当事業に参画することにより、当社の知名度の向上が期待でき、また、当社グループ

の受注拡大および収益拡大に寄与するものと考えております。また、当事業への参画に

よりもたらすと予想される企業価値の増大が、将来的に既存株主様の一株当たり利益な

ど持株価値の向上に資すると考えております。 

 

３． 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） 近３年間の業績（連結）（単位：千円）  

決 算 期   平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

売 上 高  2,675,051 2,964,457 1,480,571

営業利益又は営業損失（△） △1,357,550 △1,385,816 △3,076,888

経常利益又は経常損失（△） △1,443,761 △2,032,955 △3,063,008

当期純利益又は当期純損失（△） △3,789,678 △2,213,872 △2,922,814 

１株当たり当期純利益額（円）又は

１株当たり当期純損失額（円） 

△223.54 △79.32 △31.32

１株当たり配当額（円） 

（１株当たり中間配当額）（円） 

－

(－)

－ 

(－) 

－

(－)

１株当たり純資産額（円） 4.22 17.37 12.28
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（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 20 年 1 月 30 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 44,029,270 株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
8,888,887 株 20.19％

（注）上記潜在株式は第 5 回無担保転換社債型新株予約権付社債および第 6 回新株予約権

の未行使残を現在の行使価額で行使したと仮定した場合の総数であります。  

 

（３）今回のエクイティ・ファイナンス後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 

（平成 20 年１月 30 日現在） 
44,029,270 株 100.00％

当初の転換価額（135 円）に 

おける潜在株式数の総数 
 88,888,888 株 201.88％

 

(４） 近の株価の状況  

平成 17 年 3 月期 

（平成 17 年 3 月 31 日終値） 
※244 円

平成 18 年 3 月期 

（平成 18 年 3 月 31 日終値） 
※75 円

平成 19 年 3 月期 

（平成 19 年 3 月 31 日終値） 
※17 円

平成 20 年 3 月期 

（平成 20 年 1 月 31 日終値） 
■110 円

（注1） 平成 20 年３月期の数値は、平成 20 年１月 31 日現在のものであります。 

（注2） ※は、平成 16 年 10 月１日を基準日とした 10：１の株式併合による調整後の株価

であります。 

（注3） ■は、平成 19 年５月８日を基準日とした 10：１の株式併合による調整後の株価

であります。 
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（５）今回のエクイティ・ファイナンスの状況  

・第三者割当による第７回乃至第１８回新株予約権（MS ワラント）の発行 

発行期日 平成 20 年 2 月 27 日 

調達資金の額（注１） 11,617,320,000 円（差引手取概算額）  

募集時点における 

発行済株式数 
44,029,270 株   

当該募集における 

潜在株式数（注２） 

当初の行使価額（135 円）における潜在株式数：88,888,888

株 

割当先 Top Gear Investment Limited 

（注１）調達資金の額は新株予約権の払込金額の合計（第 7回乃至第 18 回新株予約権合計）

と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（第 7 回乃至第 18 回新株

予約権合計）とを合算しております。 

（注２）当該募集における潜在株式数は、それぞれ第 7回乃至第 18 回新株予約権の合計株

式数です。 

 

（６） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 ・第三者割当増資 

発行期日 平成 17 年 2 月 25 日 

調達資金の額 598 百万円 

募集時点における発行済株式数 18,666,726 株 

当初の資金使途 首都圏市場などの有望市場への営業展開を図るた

めの運転資金 

支出時期 ― 

現時点における充当状況 展示場および首都圏の経営基盤を確立に伴う運転

資金に充当しています。 

 ・第三者割当増資 

発行期日 平成 17 年 8 月 26 日 

調達資金の額 300 百万円 

募集時点における発行済株式数 22,316,726 株 

当初の資金使途 運転資金 

支出時期 ― 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 
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・第３回新株予約権 

発行期日 平成 17 年 8 月 26 日 

調達資金の額 金 3,200 百万円 

募集時点における発行済株式数 22,316,726 株 

当初の資金使途 投資資金等に充当 

支出時期 平成 17 年８月～平成 20 年８月 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 

 ・第４回新株予約権 

発行期日 平成 18 年 3 月 10 日 

調達資金の額 2,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 37,691,726 株 

当初の資金使途 投資資金等 

支出時期 平成 18 年３月～平成 20 年３月 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 

 ・第４回転換社債型新株予約権付社債 

発行期日 平成 18 年 3 月 10 日 

調達資金の額 1,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 37,691,726 株 

当初の資金使途 事業規模の拡大によりバウビオホーム事業の長期

運転資金 

支出時期 平成 18 年３月 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 

 ・第５回新株予約権 

発行期日 平成 18 年５月 10 日 

調達資金の額 2,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 63,126,519 株 

当初の資金使途 投資資金等 

支出時期 平成 18 年５月～平成 20 年５月 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 
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・第５回転換社債型新株予約権付社債 

発行期日 平成 18 年 12 月 10 日 

調達資金の額 2,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 115,707,161 株 

当初の資金使途 事業規模の拡大によりバウビオホーム事業の長期

運転資金 

支出時期 平成 18 年 12 月～平成 20 年 12 月 

現時点における充当状況 子会社への投融資および事業運転資金に充当して

います。 

 ・第６回新株予約権 

発行期日 平成 18 年５月 10 日 

調達資金の額 2,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 115,707,161 株 

当初の資金使途 投資資金等 

支出時期 平成 18 年 12 月～平成 20 年 12 月 

現時点における充当状況 ロシア連邦内の関係者との共通認識を図る資料作

成のため、開発構想作成業務を株式会社久米設計

に委託及び運転資金に充当しています。 

 

４．募集前後の大株主および持株比率 

募集前（平成 19 年 12 月 19 日現在） 

株式会社 Roxane Japan 32.81

有限会社ユナイテッド・プラネッツ 24.27

ｻﾝﾌﾝｶｲｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｼｽｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ 3.85

大阪証券金融株式会社 2.31

有限会社フクジュコーポレーション 1.76

鬼頭俊行 0.98

ﾕｰｵｰﾋﾞｰｶｲﾋｱﾝﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞｱｶｳﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾂ 0.91

株式会社ベストライフ 0.80

小島 一元 0.75

小沢畜産株式会社 0.48
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行使後（潜在株式数を反映） 

Top Gear Investment Limited 66.87

株式会社 Roxane Japan 10.86

有限会社ユナイテッド・プラネッツ 8.03

ｻﾝﾌﾝｶｲｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｼｽｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ 1.27

大阪証券金融株式会社 0.76

有限会社フクジュコーポレーション 0.58

鬼頭俊行 0.32

ﾕｰｵｰﾋﾞｰｶｲﾋｱﾝﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞｱｶｳﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾂ 0.30

株式会社ベストライフ 0.26

小島 一元 0.25

 

５．業績への影響の見通し 

今回の資金調達の影響ですが、本件は中長期的な事業を目的としているため、当期の売

上に対する影響は軽微となる見込みですが、設計費用等先行して支払いが発生する場合

があります。その一方で、当事業に参画することにより、当社の知名度が向上し、当社

グループの受注および収益の拡大に寄与してくることも期待されます。上述の状況が業

績に与える影響が大きいと判断される場合には、適時情報開示いたします。 

 

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、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式

の株価、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ（注１））等を考慮して、一

般的な価格算定モデルである二項モデル（注２）による算定結果 81,066 円を参考

に、金 81,100 円を本新株予約権の 1 個当たりの払込金額といたしました。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は、当初、取締役会決議日前日

（平成 19 年 2 月 8 日）の大阪証券取引所における当社株式の終値を 10%上回る額

といたしました。 

 

（注１）権利行使期間内に予想される株式の変動率（％）。株式の変動幅が大きければボラ

ティリティは高くなり、変動幅が小さければボラティリティは低くなる。 

（注２）二項モデルは、原資産価格やオプション価格の変動パターンを樹形にあてはめる

ことでオプション価格を算出するモデルである。オプション価格は原資産価格の

動きに付随しているので、将来の原資産価格を推定し、リスク中立測度の下で各

時点のペイオフをリスクフリーレートで割戻し、現在のオプション価格を求める
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ことができる。二項モデルは、原資産の価格が、上昇するのか下降するのか、と

いう単純な動きを繰り返すという仮定に基づいている。また、上昇率及び下降率

は、ボラティリティと時間の関数という仮定に基づいている。また、新株予約権

は期限前行使が可能であるため、アメリカン・オプションとして評価すべきもの

である。 

 

（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  

既存株主様におかれましては、本新株予約権が行使された直後は、一時的に希薄

化が生じますが、当社といたしましては、主として、ロシア連邦ソチ人工島建設計

画等及び既存事業への運転資金への充当によりもたらされる企業価値の増大が、将

来的には既存株主様の持分価値の向上に資するものであると考えております。この

ような考えのもと、この度の発行規模を合理的なものであると判断し、決定いたし

ました。 

 

７．割当先の選定理由  

（１）割当先の概要  

① 名 称 Top Gear Investment Limited 

② 事 業 内 容 投資業 
③ 設 立 年 月 日 2007 年 12 月 

④ 本 店 所 在 地 
Suite No.A,11th Floor, Ritz Plaza, 122 Austin Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 

⑤ 代表者の役職・氏名 TAM Chun Ip 
⑥ 資 本 金 の 額 HK$2 
⑦ 発 行 済 株 式 数 ２株 
⑧ 純 資 産 HK$2 
⑨ 総 資 産 HK$2 
⑩ 事 業 年 度 の 末 日 11 月 30 日 
⑪ 従 業 員 数 ０人 
⑫ 主 要 取 引 先 該当事項なし 
⑬ 大株主及び持株比率 TAM Chun Ip 100% 

⑭ 主 要 取 引 銀 行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

資 本 関 係 該当事項なし 

取 引 関 係 該当事項なし 

人 的 関 係 該当事項なし ⑮ 当 社 と の 関 係 等 

関連当事者へ
の 該 当 状 況

該当事項なし 

 

（２）割当先を選定した理由 

割当予定先の代表者である TAM Chun Ip 氏は、香港において長年公認会計士とし

て活躍しており、今回の人工島の事業を支援していただくうえで不可欠な資金提供

が可能な香港の富裕層投資家との幅広いコネクションを有しており、当社の経営に
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介入する意思がないことを確約することを加味したうえで、今回の割当先として選

択したものであります。 

 

（３）割当先の保有方針  

割当予定先である Top Gear Investment Limited は、当社の取締役会決議による

当社の承認を得ることなく本新株予約権は譲渡せず、本新株予約権の行使の結果交

付を受けることとなる当社株式は適時適切に売却する方針です。  

 

（４）株券貸借に関する契約 

該当事項はありません。 

 以  上 
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（別添） 

発行要項 

 

Ⅰ. 第７回乃至第 18 回新株予約権の名称     

株式会社千年の杜第７回乃至第 18 回新株予約権 

1． 新株予約権の総数  100 個 

2． 新 株 予 約 権 

の目的である株式 

の種類およびそ 

の数の算定方法 

 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個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下

「交付株式数」という。） は、10,000,000 円（ 以下「出資金額」と

いう。） を行使価額（第７項及び第６項第(2)号に定義する。）で除し

て得られる 大単元数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当

社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予

約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を

行使価額で除して得られる 大単元数とする（１単元未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本

新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出

資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる 大単元数となる。

ただし、第８項または第９項に従い、行使価額が修正または調整され

た場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。 

3． 新株予約権の払込金額  １個あたり 81,100 円（払込総額 8,110,000 円）  

4． 新株予約権の割当日  平成 20 年 2 月 27 日   

5． 新株予約権の払込期日  平成 20 年 2 月 27 日   

6． 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１個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。なお、修正開始日（第８項第(1)号に

定義する。） 後の包括行使請求（第 13 項第(3)号に定義する。） ま

たは個別行使請求（第 13 項第(4)号に定義する。）に基づく本新株

予約権の行使に際して新株予約権１個につき出資される財産の価

額もこれと同額とする。   

(2)本新株予約権の行使により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単元あたりの価額は、当初、第

７項で定める行使価額とする。ただし、第８項または第９項に従い、

修正または調整される。  

7． 行使価額  当初 135 円   

8． 行使価額の修正  (1)当社は、平成 20 年 2 月 27 日以降、平成 23 年 2 月 27 日までの間、

当社取締役会が資金調達のために必要と認めた場合には、修正日

（行使価額修正の決定を行った日（以下「行使価額修正決議日」と
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いう。）の６銀行営業日後の日をいい、以下「修正開始日」という。）

以降、本要項に従って本新株予約権の行使価額が修正される旨を決

定（以下「行使価額修正の決定」という。）することができ、この

決定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたこ

とおよび修正開始日を、行使価額修正決議日に、新株予約権原簿に

記載された各新株予約権者に通知するものとする。   

(2)行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日

（当日を含む。） から、行使価額修正決議日の前銀行営業日まで（当

日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以

下同じ。） のない日は除き、行使価額修正決議日の前銀行営業日が

取引日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前

の取引日までの５連続取引日とする。以下「修正開始日行使価額算

定期間」という。）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終値の平均値の 90％に相当する金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。） に、

②修正開始日の６ケ月後の 終取引日の翌日以後においては、６ケ

月毎の 終取引日（以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日

まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は除

き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの

５連続取引日とする。以下「修正後行使価額算定期間」という。）

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

日の終値の平均値の 90％に相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、それぞれ修正され

る（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。なお、

修正開始日行使価額算定期間または修正後行使価額算定期間内に、

第９項第(2)号乃至第(4)号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。 

(3)本項第(1)号および第(2)号により行使価額の修正を行うときは、

当社は、あらかじめ書面によりその旨、修正前の行使価額、修正後

行使価額およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿

に記載された各新株予約権者に通知する。 

9． 行使価額の調整   (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由によ

り当社普通株式数に変更を生じる場合また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。  
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 交付普通株式数×１単元あたりの払込

金額 

 

既発行普通株式数＋

時価 

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×

 

   「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株

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定め

られている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合

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

数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)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るものとする。なお、

当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使

用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普

通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。  

(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

およ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(3)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（ただし、当社の発行した取得条項付株式、

取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合ま

た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。）その他の金融商品もしくは権利の

転換、交換また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たときは当該払込期

間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の

翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをす

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の効力発生日の翌

日以降、これを適用する。ただし、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てを受ける権利を与えるための基準
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日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。  

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②

に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定

めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、また

は本項第(3)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（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）その他の金融商品もしくは権利を発行する場合（無

償割当ての場合を含む。）（ただし、本新株予約権と同時に発行さ

れる本新株予約権以外の新株予約権の発行を除く。） 調整後の行

使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）その他の金融商品または権利

（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で

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（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は

割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用

する。ただし、当社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、その日の翌日以降これを適用する。 上

記にかかわらず、転換、交換また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等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等の全てが当該対価の確定時

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当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項

第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交

付する場合 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用

する。 上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項

付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）に関

して当該調整前に本号③または⑤による行使価額の調整が行わ

れている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(3)号③

に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普

通株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、超過する株

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
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額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既

発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものと

する。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１単元あた

りの対価（本⑤において「取得価額等」という。）の下方修正等

が行われ（本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基

づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が

当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項

第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合（ただし、本新

株予約権と同時に発行される本新株予約権以外の新株予約権の

行使価額の修正の場合を除く。）  

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号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

したときの本項第(3)号③に定める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

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。 

⑥本号③乃至⑤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（本号③における新株予約権（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
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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。  

⑦本号①乃至③の各取引において、当社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また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には、本号①乃至③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

適用するものとする。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、当社普通株式を交付

するものとする。ただし、株券の交付については第 17 項第(2)

号の規定を準用する。 

  

 (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株式数

 
株式数＝ 

調 整 後 行 使 価 額  

    

   この場合に１単元未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現

金による調整は行わない。 (3)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、その小数第２位を切り捨て

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（ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日）に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の株式会社大阪証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（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、その小数第２位を切り捨てる。  

③「完全希薄化後普通株式数」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、本項第(2)号乃至第(4)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、および当該行使価額の調整において本項第(2)

号乃至第(4)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加えたものとする。  

④本項第(2)号①乃至⑤に定める金融商品または権利に類似した金

融商品または権利が交付された場合における調整後の行使価額
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は、本項第(2)号の規定のうち、当該金融商品または権利に類似

する金融商品または権利についての規定を準用して算出するも

のとする。  

(4)本項第(2)号で定める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、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会

社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部

の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社

の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とす

るとき。  

②その他当社普通株式数の変更また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（ただし、本新株

予約権と同時に発行される本新株予約権以外の新株予約権の行

使価額の調整の場合を除く。）。  

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。 

(5)本項第(1)号乃至第(4)号により行使価額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ならびにその事由、調整前の行

使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、

本項第(2)号⑦の場合その他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、適用の日以降速やかにこれを行う。 

10. 新株予約権の行使

可能期間 

 (1)平成 20 年 2 月 27 日 から平成 23 年 2 月 27 日 までの期間（以下、

当該期間の 終日を「権利行使 終期日」という。）とする。ただ

し、平成 23 年 2 月 27 日 が銀行営業日でない場合にはその前銀行

営業日を権利行使 終期日とする。 

 

 

  (2)前号に拘わらず、包括行使請求は、権利行使 終期日を行使する

日として行うものとし、行使価額修正決議日から修正開始日までの

期間もしくは、行使価額再修正決議日から再修正開始日（以下「包

括行使請求書提出期間」という。）において、包括行使にかかる行

使請求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期間は、修正

開始日から権利行使 終期日の前銀行営業日までの期間（以下「個

別行使可能期間」という。）とする。 

11． 新株予約権の行使

により株式を発行

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の

額は、会社計算規則第 40 条の定めるところに従って算出された資本
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する場合における

増加する資本金お

よび資本準備金 

金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1円未満の端数

を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。 

12． 新株予約権の取得

条項 

 (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また

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。 

(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

交換または株式移転（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。 

(3)当社は、当社が本新株予約権の発行後平成 23 年 2 月 27 日 まで

（当日を含む。） の間に行使価額修正の決定を行わない場合、平成

23 年 2 月 27 日 の翌銀行営業日に、無償にて残存する本新株予約

権の全部を取得する。 

 (4)本項第(1)号または第(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。  

(5) 本項第(1)号、第(2)号または第(3)号により本新株予約権を取得

する場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込まれて

いたときは、当社は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞

なく、取得される本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を包

括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものとする。 

13． 新株予約権の行使

請求および払込の

方法 

 (1)行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うと

きは、新株予約権者は、平成 23 年 2 月 27 日 まで（当日を含む。）

に、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を完了するも
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のとする。  

(2)行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が

適用される前の行使価額（以下「修正前行使価額」という。）に基

づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行

営業日まで（当日を含む。）に本項第(5)号および第(6)号に定める

行使請求手続を完了するものとする。  

(3)行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に

基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、包括行使請求書提

出期間内に行使請求書を提出することにより、各本新株予約権につ

き、第 14 項第(2)号①に定める条件が成就した場合に効力を生じ

る行使請求として、出資金額を本新株予約権１個あたりの行使に際

して出資される財産の価額とし、権利行使 終期日において有効な

交付株式数を本新株予約権１個あたりの交付株式数として株式の

交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」とい

う。）の手続きを、本項第(5)号に従い、権利行使 終期日を行使日

として行い、かつ出資金総額の払込を行うことができるものとす

る。  

(4)前号に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、

新株予約権者は、当該本新株予約権に係る包括行使請求の行使日を

待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、個別行使請求

（以下に定義する。）を行うことができる。ここで「個別行使請求」

とは、当該各本新株予約権について、出資金額を本新株予約権１個

あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、各個別行使請求

の時点において有効な交付株式数を本新株予約権１個あたりの交

付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求とし、

個別行使請求の効力は、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請

求手続が完了したときに生じるものとする。この場合、効力を生じ

た個別行使請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、第

14 項第(2)号①に定める包括行使請求に付された条件の不成就の

確定により効力が発生しないこととなる。 

(5)本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正

前行使価額に基づく行使請求（行使価額修正の決定が行われない場

合の行使請求を含む。）、包括行使請求および個別行使請求の各場合

に応じて、当社が定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」

という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第 15 項に

定める行使請求受付場所に提出するものとする。  
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(6)前号の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて第 16 

項に定める払込取扱場所の当社の指定する口座（以下「指定口座」

という。）に払い込むものとする。 

(7)各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしく

は全部の効力が発生しない場合を除き、本項に従い行使請求を行っ

た者は、その後これを撤回することはできない。 

14． 新株予約権の行使

の条件 

 (1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)①包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権

利行使 終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされ

ず、本項第(4)号①に定めるいずれの事由も発生せず、第 12 項

第(1)号、第(2)号または第(4)号に定めるいずれの取得も行われ

ず、かつ本新株予約権が消滅していない場合に効力を生じる旨の

条件を付すものとする。  

②包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者

の任意の選択によるものとし、新株予約権者は、包括行使請求を

行う場合、出資金額に包括行使請求に基づき権利行使を希望する

本新株予約権の個数を乗じた金額を、包括行使請求書提出期間内

に、現金にて第 16 項に定める払込取扱場所の指定口座に払い込

むものとする。  

③権利行使 終期日の前銀行営業日に本号①に定める包括行使請

求に付された条件が成就した場合には、包括行使請求がなされた

際に払い込まれた金銭は、権利行使 終期日において、当該包括

行使請求の対象となる本新株予約権の出資金額に係る払込金と

して確定する。 

④包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる

行使請求書を提出しなかったとしても、当社による請求がある場

合には、新株予約権者は、当該包括行使にかかる行使請求書を提

出しなかった本新株予約権につき、以後包括行使請求その他の一

切の行使請求を行うことができるものとする。  

(3)①第 17 項第(1)号に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、

当該個別行使請求に対応する個数の本新株予約権に係る包括行

使請求は効力が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に

対し、当該効力が発生しないことが確定した包括行使請求に係る

本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を速やかに返還す

るものとする。  

②新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使
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終期日の前銀行営業日に至るまで、包括行使請求に係る行使請

求書が提出された本新株予約権の総数から当該個別行使請求が

行われた本新株予約権の個数を控除した残数の本新株予約権に

限り、引き続き、個別行使請求を行うことができ、その後もまた

同様とする。  

(4)①以下の(i)乃至(ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予

約権者は、残存する本新株予約権全部につき、以後その行使請求

を行うことができないものとする。なお、以下の(i)乃至(ⅲ)の

いずれかの事由が生じた場合には、当社は速やかに新株予約権原

簿に記載された各新株予約権者に通知する。  

(ⅰ)当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続

開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始も

しくはこれらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされた場

合もしくは裁判所もしくは監督官庁によりかかる手続開始の

前提行為が行われた場合 

(ⅱ)当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合  

(ⅲ)当社の重要な財産が差し押さえられた場合  

②本号①のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に

基づく出資金額が払い込まれていたときは、包括行使請求は、当

該事由発生時において残存する本新株予約権につき効力が発生

しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該事由発生

後遅滞なく、残存する本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金

額を包括行使請求に基づく出資金額の返還として支払うものと

する。 

 

15． 新株予約権の行使

請求受付場所 

 株式会社千年の杜 管理部 

16. 新株予約権の行使に 

関する払込取扱場所 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店 

17． 新株予約権行使の

効力発生時期等 

 (1)本新株予約権の行使請求の効力は、第 13 項第(5)号の行使請求書

が行使請求受付場所に到達し、かつ第 13 項第(6)号の出資金総額が

指定口座に入金された場合において、本新株予約権を行使する日と

して当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受

付場所に到達した日または本新株予約権の行使に際して出資され

る出資金の指定口座への入金が行われた日のいずれかが、かかる行

使請求書に記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発生す
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る。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、第 13 項第(5)

号の行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ第 13 項第(6)

号の出資金総額が指定口座に入金されることに加え、権利行使 終

期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、第 14 項第

(4)号①に定めるいずれの事由も発生せず、第 12 項第(1)号、第(2)

号または第(4)号に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予

約権が消滅していない場合に権利行使 終期日において生じるも

のとする。  

(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞な

く株券を交付する。ただし、１単元未満株式については株券を発行

しない。 

18. 譲渡による新株予

約権の取得の制限 

 本新株予約権の譲渡による取得については、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。 

19. 募集の方法  第三者割当の方法により、すべてを Top Gear Investment Limited

に割り当てる。 

20. 申込期日  平成 20 年 2 月 27 日 

22. 

 

上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

（注）当社は割当予定先との間で、本届出の効力発生後、下記の内容を含む本新株予約権の

買取契約を締結する。この契約の本新株予約権の行使に関する特約条項により、本新株予約

権については当社が割当予定先に対して本新株予約権の行使を認める旨の通知がなされない

限り割当予定先は本新株予約権を行使することができない。当社は、行使請求期間中何度で

も本新株予約権の行使を認める旨の通知を行うことができる。当社は、未公表の重要事実等

の当社の株価に影響を及ぼす事実を認識している場合、当該事実を公表するまでは、割当予

定先に対して上記の本新株予約権の行使を認める旨の通知を行うことができない。 

以  上 


