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平成20年３月12日 

 

各   位                                     

 

日本ケミカルリサーチ株式会社 

取締役会長兼社長  芦田 信 

兵庫県芦屋市春日町3番19号               

ＴＥＬ  0 7 9 7 - 3 2 - 8 5 9 1           

（大証２部  コード番号4552） 

 

 

第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年３月12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り新

株予約権の発行を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．新株予約権発行の目的 

  医薬品業界においては、国内外において企業再編が活発に行われ、大型化した企業はこれ

まで以上の研究開発費を投下してきており新薬開発競争はさらに激しさを増してきており

ます。こうした中で当社は、腎性貧血治療薬「エリスロポエチン」（開発番号ＪＲ-013）お

よび移植片対宿主病(ＧＶＨＤ)治療薬である間葉系幹細胞（開発番号ＪＲ-031）などの開発

を順調に進めておりますが、一方でこれらの開発にかかる費用が年々大きく増加してきてお

り業績を圧迫する要因となっています。 

当社としては、新薬開発競争が激化する製薬業界において継続的かつ迅速な研究開発活動

が進められるよう、将来の資本増強を図るとともに経営基盤の安定化を目的として発行する

ものであります。 

 

２．新株予約権の発行要項  

(1) 新株予約権の名称 

日本ケミカルリサーチ株式会社平成20年第１回新株予約権 

 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数  

当社普通株式1,560,000株（新株予約権１個当たり10,000株） 

(3) 発行する新株予約権の総数 

156個 

 (4) 新株予約権の発行価額 

新株予約権１個当たり641,025円（小数点以下切り捨て。以下同じ。） 

 (5) 新株予約権の発行価額の総額 

100,000,000円 

 (6) 募集方法 

第三者割当による 



2 

 (7) 新株予約権の割当先及び割当数 

TPG Biotechnology Partners Ⅱ,L.P. 

156個 

(8) 申込期日 

平成20年４月10日 

(9) 割当日及び払込期日 

平成20年４月10日 

 (10)新株予約権の行使に際し払込みをなすべき額（以下「行使価額」という。）  

① 行使価額 

新株予約権１個当たり6,500,000円（１株当たり650円） 

② 行使価額の調整 

1株当たりの行使価額は以下の算定式により調整される場合がある。 

    C×D 

B＋ E 調整後 

行使価額 
＝ A ×

B＋C 

A=650円 

B=27,784,654（新株予約権の発行時における当社の発行済普通株式総数） 

C=新株予約権の発行時から新株予約権の行使時の直前までに当社が発行した当社普

通株式の数及び新株予約権の発行時から新株予約権の行使時の直前までに当社が

発行した新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券、

証書若しくは権利の行使によって交付される当社普通株式の数の合計額 

D=Cの場合における当社普通株式の1株あたりの発行価格（新株予約権の行使時の直前

までに当社が発行した新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券、証書若しくは権利を発行する場合には、それらの行使により当社普通

株式を発行する場合の当該株式1株あたりの発行価格の加重平均） 

E=新株予約権の行使時の直前における当社普通株式の市場価格 

 (11)新株予約権の行使に際し払込みをなすべき額の総額 

1,014,000,000円 

 (12)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額 

新株予約権１個当たり7,141,025円（１株当たり714円） 

 (13)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 

1,114,000,000円 

(14) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額 

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（１円未満

の端数切り上げ） 

 (15)新株予約権の行使期間 

平成20年５月26日から平成25年３月11日まで。 

 (16)新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(17)新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による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承認を要しないも

のとする。 
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 (18)新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 

① 新株予約権の行使請求受付場所 

日本ケミカルリサーチ株式会社 管理本部総務部 

② 新株予約権の行使請求取次場所 

該当事項なし 

③ 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 神戸中央支店 

 (19)新株予約権証券の発行 

当社は、新株予約権に関し、記名式の新株予約権証券を発行する。新株予約権者は、新

株予約権証券につき、無記名式とすることを会社に対して請求することができないもの

とする。 

 

３．調達する資金の使途 

  調達する資金については、当社が開発を進めております腎性貧血治療薬エリスロポエチン

や移植片対宿主病（ＧＶＨＤ）の治療薬である間葉系幹細胞の臨床試験費用および当社独自

の技術である無血清培養技術を利用した新薬の開発費用など医薬品の研究開発に充当する

予定であります。 

 

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                      （単位：百万円） 

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 ７,７８０ ７,３７５ ８,１４５ 

営業利益 ３８３ △９３ △２６５ 

経常利益 ３４２ △８０ △３１９ 

当期純利益 △１,３５２ △１１５ △１,８０７ 

１株当たり当期純利益(円) △６９.５７ △６.０３ △６５.９１ 

１株当たり配当金(円) １２ １２ １０ 

１株当たり純資産(円)  ７５３.２１ ７３９.０３ ６４０.５１ 

 

 (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 

発行済株式数 27,784,654株 100％ 

現時点の転換価額における

潜在株式数 
3,076,923株 11.07％ 

 

 (3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 27,784,654株 100％ 

今回の発行に伴い増加する

潜在株式数 
1,560,000株 5.61％ 
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 (4) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   ①転換社債型新株予約権付社債 

発効日 平成17年２月17日 平成18年５月29日 

発行総額 1,200,000,000円  2,000,000,000円  

転換価額 
646円 

（最終の権利行使時転換価額） 
650円 

転換率 
100％ 

（平成18年１月27日転換完了） 
0％ 

資金使途 研究開発投資 新薬の製造設備投資 

 

   ②有償第三者割当増資 

発効日 平成18年４月７日 

発行総額 3,900,000,000円 

発行価額 650円 

増加株式数 6,000,000株 

増加後発行株式数 27,784,654株 

増加後資本金 7,504,866,852円 

資金使途 
新薬の製造設備投資 

借入金返済 

 

   ③新株予約権（ストックオプション） 

発行日 平成17年７月15日 

新株予約権の総数 61個 

新株予約権の目的となる

株式総数 
61,000株 

新株予約権の行使価額 717円 

行使により発行する株式

発行価額の総額 
43,737,000円 

 

 (3) 最近３年間の株価の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

始 値 ６６０円 ７１２円 ７００円 ５１０円 

高 値 ９８５円 ８４０円 ７６５円 ６４６円 

安 値 ５５０円 ５７１円 ４１２円 ３５２円 

終 値 ７２５円 ７００円 ５１０円 ５１５円 

（注）平成20年３月期は平成20年３月11日現在で記載しております。 

 

５．業績への影響 

  本件の新株予約権発行による業績への影響は軽微であります。 
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６．発行条件などの合理性 

 (1) 発行価額の算定根拠 

   行使価格は、平成18年４月７日に発行した第三者割当増資の価額および平成18年５月29

日に発行した転換社債型新株予約権付社債の転換価額と同額であり、ＭＳ型ではなく固定

価格で発行します。 

 (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 

   割当先は、当社の新薬開発が迅速に進められることを支援し、新薬上市後の企業価値上

昇に期待しております。また、今回の発行により希薄化する株式の発行済株式総数に占め

る比率は5.61％であり、株価に対する影響は少ないと考えます。 

 

７．割当先の概要 

名称 TPG  Biotechnology Partners Ⅱ, L.P. 

割当個数 156個 

主な事業内容 投資業 

所在地 301 Commerce Street,Suite 3300, Fort Worth ,Texas,USA

代表者 Clive D. Bode 

当社との関係 なし 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

日本ケミカルリサーチ株式会社 広報担当 三浦 

TEL ０７９７－３２－８５９１   FAX ０７９７－２３－５２６２ 

 


