
 - 1 -

平成 20 年２月 18 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 

 

 

第三者割当により発行される新株予約権（MS ワラント）の発行に関するお知らせ 

－第三者割当により発行される新株予約権の発行要領の変更に関するお知らせ－ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 20 年１月 24 日付「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」（以下、

「平成 20 年１月 24 日付開示」）記載の新株予約権の発行要領について、昨今の株価状況、株主

様からのご意見を踏まえ、下記のとおり発行要領を一部変更し、MS ワラントとして発行を行うこ

とを、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

て決議いたしました。 

本件につきましては、財務局の指導により、平成 20年１月 24 日付発行決議に基づく有価証券

届出書を取り下げ、改めて本日付で発行決議を行い、有価証券届出書を再提出いたしましたので、

以下、平成 20 年１月 24 日付開示と重複する部分がございますが、改めてお知らせいたします。 

なお、当社がベルリバーファイナンス株式会社（以下、「ベルリバー社」）との間で締結した資

本・事業提携の概要、および第三者割当により発行される新株式の発行要領については、平成 20

年１月 24 日付開示から変更はございません。 

 

記 

 

１. 新株予約権の発行条件の変更の内容と理由 

  昨今の株価状況等を踏まえ、株主様にご配慮する形で、発行要領を一部変更するものであり、

その内容は下記のとおりです。 

 

当初、平成 20 年１月 24 日付決議では、同時に決議いたしました 7,000 万株の新株式発行の

発行価額と同様に、本新株予約権（2,000 万株）の行使価格につきまして、 

『17 円、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（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
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きはこれを切り捨てる。）、のいずれか低い価格とする。』 

 というもので、VWAP の平均値に 0.85 を乗じて算出される金額のいかんに関わらず、行使価格

の上限は 17 円（行使価格は 17 円を下回らない）というものでした。 

  つまり、本新株予約権の行使価格は、約１年半の行使可能期間中も、その後の株価動向に関

係なく、行使価格の上限は 17 円となっていたものを、今回の発行要領の変更により、１ヶ月

ごとに修正できるものに変更いたします。 

修正後の行使価格は、算出のベースとなる VWAP の平均値に対し、0.9（当初行使価格決定時

は、0.85）を乗じて算出するものとし、更にその価格が 17 円を下回る場合は、17 円を行使価

格とすることで、当初行使価格決定時の上限 17 円→下限 17 円（行使価格は 17 円以上になる）

とするものです。 

 

 （ご参考）当初行使価格算出時と行使価格修正時との算出方法の違い 

 当初行使価格算出時 行使価格修正時 

VWAP の平均値に乗じる係数 
（ディスカント幅） 

0.85 
（ディスカント幅△15％） 

0.9 
（ディスカント幅△10％） 

行使価格決定の上限・下限 
上限 17 円 
（行使価格は17円を下回らない）

下限 17 円 
（行使価格は 17 円以上になる）

 

  また、本件は MS ワラントの形式になるため、割当先であるベルリバー社の行使を制限する

措置として、別途コミットメント条項付き第三者割当契約を締結いたします。これは、今後資

金需要が発生した際に、当社側の判断で、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨お

よび行使すべき本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベルリバー社は、かかる

指定を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定された数の本新株予約権

を行使することをコミットするものです。 

また、当社取締役会の判断で本新株予約権を無償取得し、消却できる条項の追加、ならびに

本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の変更を行いました。 

詳細は後記 13 ページ以降の「（別添）第三者割当による新株予約権の発行要領」をご参照下

さい。 

 

 

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 

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、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
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の下、平成 20 年３月 14 日開催予定の当社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  ３億3,000万円 

（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。 

3. 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 

  平成20年１月24日付開示をご参照下さい。 

  なお、資金使途の結果につきましては、平成20年１月24日付で決議いたしました第三者割当

により発行される新株式と併せて、払込完了後に改めてお知らせいたします。 

 

 (3) 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上記「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」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・事業提携に基づくスピーディな資金調達が必要不可欠でありました。 

当社は今回の提携による資金調達により、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。 

 

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



 - 4 -

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・ファイナンス後における発行済株式数およ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 

発行済株式数 239,935,000株 100.0％ 

潜在株式数 35,934,000株 15.0％ 

 

(4) 最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

始 値 69円 108円 208円 

高 値 194円 595円 258円 

安 値 67円 106円 74円 

終 値 107円 213円 87円 

 

②最近６ヶ月間の状況 

 平成19年 

８月 

平成19年 

９月 

平成19年 

10月 

平成19年 

11月 

平成19年 

12月 

平成20年 

１月 

始 値 57円 50円 29円 35円 23円 16円 

高 値 58円 50円 46円 39円 26円 28円 

安 値 44円 28円 27円 21円 13円 15円 

終 値 50円 30円 34円 22円 15円 20円 

 

③発行決議日（平成 20 年２月 18 日）における株価 

 平成20年２月18日現在

始 値 16円 

高 値 17円 

安 値 16円 

終 値 16円 
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 (5) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による新株予約権（MSワラント）の発行 

発行期日 平成20年４月11日 

調達資金の額 330,000,000円（差引手取概算額）（注） 

募集時点における発行済株式数 169,935,000株 

当該募集における潜在株式数 20,000,000株  

割当先 ベルリバー社 

（注）1.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。 

      2.差引手取概算額算出の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。 

      3.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及び当社が本新株予約権を消

却した場合には、差引手取概算金額は増加又は減少します。 

 

(6) 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。 

 

・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 
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※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。 

 

・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 
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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 

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



 - 8 -

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。

 

・第三者割当による新株式の発行（平成20年１月24日決議分） 

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、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」   

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。 

 

 ※平成20年１月24日付で決議いたしました第三者割当による新株予約権の発行は、取り下げを
行い、本日付で改めて第三者割当による新株予約権の発行を決議しております。（上記５ペ
ージご参照） 

 
 

５. 大株主および持株比率 

順位 募集前（平成19年８月31日現在） 募集後（潜在株式反映後） 

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

決済事業部） 

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 

決済事業部） 

3.14％

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 2.82％ ｸﾚﾃﾞｨ ｱｸﾞﾘｺｰﾙ ｽｲｽ ｴｽｴｰ 1.84％
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（常任代理人 株式会社三菱

東京 UFJ 銀行 決済事業部） 

（常任代理人 株式会社三菱

東京 UFJ 銀行 決済事業部） 

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. 今後の見通し 

   本件は実質的には平成20年１月24日付決議の第三者割当により発行される新株予約権の発

行要領の変更であります。 

 なお、平成 20 年２月期業績予想につきましては、現在見直しを行っており、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) 発行条件が合理的であると判断した根拠 

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、当初は、17円、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グロー

バル・ファンデックス等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。 

しかし、本新株予約権の割当日（平成 20 年４月 11 日）以降、行使価格は、平成 20 年４月

11日から平成20年５月11日を初回として毎月11日（11日が営業日でない場合は前営業日。

以下「決定日」という。）の１ヶ月間の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎
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日の VWAP の平均値（ただし、VWAP のない日は除く。）に 0.9 を乗じて算出される金額（＝10％

のディスカウント。１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）に修正されます（た

だし、算出された金額が 17 円を下回る場合は 17 円とする。また、平成 20 年５月 11 日（当

日を含む。）以前に行使する場合は当初決定された行使価格とする）。 

これにより、当初行使価格は上限 17 円でしたが、本新株予約権の割当日（平成 20 年４月

11 日）以降は、それぞれ１ヶ月ごとに行使価格を修正できるものとし、その修正価格は下限

が 17 円となるものであります。 

そして、本新株予約権は MS ワラントの形式になるため、割当先であるベルリバー社の行使

を制限する措置として、別途コミットメント条項付き第三者割当契約を締結いたします。こ

れは、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべ

き旨および行使すべき本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベルリバー社は、

かかる指定を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定された数の本新

株予約権を行使することをコミットするものであります。ただし、平成 20 年３月 14 日開催

予定の当社臨時株主総会による承認決議を経て、ベルリバー社代表取締役細川信文氏が、当

社の代表取締役に就任よる予定ですので、かかる指定の際には必ず利益相反決議を同時に行

う予定でおります。 

 

また、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。 

当社は、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。 

 

（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 

当社がベルリバー社との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を危ぶまれる状況にあります。この状況においては、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、当社はこの提携に

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
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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。 

 

 

７. 割当先の選定理由 

（1）割当先の概要（平成20年２月18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 

                          ※今後当社との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 

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 
資本・事業提携を締結し、それに基づき、

金銭消費貸借契約を締結しております。 

取引関係

人的関係 

代表取締役社長細川信文氏は、当社

100％子会社グローバル・ファンデック

ス株式会社の代表取締役社長を務めて

おります。 

  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
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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）割当先の保有方針および行使制限措置 

本新株予約権（MS ワラント）については、割当先との資本・事業提携のために発行するもの

であり、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、

当社株式転換後最低限５年間は継続保有することで合意いたしております。また、割当先は、

継続保有期間において、当社株券に係る株券等貸借取引及び店頭デリバティブ取引を行わない

ことを確約しております。しかし、当社と割当先であるベルリバー社は、大阪証券取引所の定

める企業行動規範に関する規則の取扱い 1(1)～(6)までの定めに基づき、割当先による株券への

転換を制限する措置を講じます。 

本件に係る有価証券届出書の効力発生後、割当先であるベルリバー社との間にて、別途コミ

ットメント条項付き第三者割当契約を締結いたします。これは、ベルリバー社の行使を制限す

る措置として、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行

使すべき旨および行使すべき本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベルリバー

社は、かかる指定を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定された数の

本新株予約権を行使することをコミットするものであります。なお、平成 20 年３月 14 日開催

予定の当社臨時株主総会による承認決議を経て、ベルリバー社代表取締役細川信文氏が、当社

の代表取締役に就任する予定ですので、かかる指定の際には必ず利益相反決議を同時に行う予

定でおります。 

以 上 
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（別添） 

 第三者割当による新株予約権の発行要領 

（追加および変更箇所は＿罫で示しております。） 

 

（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、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。 

③上記②にかかわらず、本新株予約権の割当日以降、行使価格は、平成 20 年４月 11 日から

平成 20 年５月 11 日を初回として毎月 11 日（11 日が営業日でない場合は前営業日。以下

「決定日」という。）の１ヶ月間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 0.9 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。）、に修正される。ただし、算
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出された金額が 17 円を下回る場合は 17 円とする。また、平成 20 年５月 11 日（当日を含

む。）以前に行使する場合は上記②で決定された行使価格とする。 

（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。 

    
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 

当社は、本新株予約権の割当日以降６ヶ月経過後、本新株予約権の取得が必要と当社取締役

会が決議した場合は、１ヶ月前の事前通知によって、当社取締役会で定める取得日に、本新

株予約権を無償で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。 

（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。 
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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 

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。 
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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。 

（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 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 大阪営業部 

（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）コミットメント条項付き第三者割当契約の締結 

当社は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、有価証券

届出書の効力発生後、下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割当契約を締結す

る。 

この契約は、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を

行使すべき旨および行使すべき本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベル

リバー社は、かかる指定を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定

された数の本新株予約権を行使することをコミットするものである。 

また、当社の株価が一定の水準を下回る場合、未公表の当社インサイダー情報等がある場

合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合など一定の場

合には当社はかかる指定を行うことはできないものとする。ベルリバー社は、当社から上

記の指定を受けた場合の他、ベルリバー社が特定数の本新株予約権の行使を希望し当社が

これを受諾した場合、本新株予約権を自己の裁量により行使することができるものとする。

なお、当社は、上記の指定を行った場合、その都度プレスリリースを行うものとする。 

 また、当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することがで

きない期間を指定（以下「停止指定」といいます。）することができるものとする。停止

指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定

をいつでも取消すことができる。但し、本新株予約権の行使可能期間のうち最後の 1 ヶ月

間については、停止指定を行うことはできないものとする。 
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（24）前各号については、平成 20 年２月 18 日（月）開催の当社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、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。 

（25）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。 


