
 

 

平成20年5月23日 

各      位 
 

会 社 名 ア ビ ッ ク ス 株 式 会 社

代表者名 代表取締役会長兼社長 時 本 豊 太 郎

（コード番号：７８３６）

問合せ先 取締役管理本部副本部長 稲 垣 雅 弘

（ TEL. 045-670-7711）

 

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成 20 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、下記の通り第三者割当による転

換社債型新株予約権付社債を発行する決議を行いましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
発行要領 

（1）社債の名称  アビックス株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社

債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

（2）新株予約権の総数 ７個（１９，９９９株） 

（3）発行価額   ３５０,０００,０００円 

（4）割当日    平成 20年 6月 10日（火） 

（5）払込期日   平成 20年 6月 10日（火） 

（6）新株予約権の行使に際して払込む金銭の価額  払込みを要しない 

（7）転換価額   1株あたり１７，５００円 

（8）新株予約権・社債の内容 別添「第 3回新株予約権付社債発行要項」に記載 

（9）割当先及び割当方法   ジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合に対

し全株を第三者割当の方法により割当てる 

（10）その他   金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする 

 
１． 発行の目的及び理由 

当社はＯＯＨ（アウトオブホーム）の時代における有効なプロモーションメディアであるデジタルサイ

ネージに的を絞り、映像看板を中心としたＬＥＤビジョンの普及（情報機器事業、コンポーネント事業）

に注力するとともに、それをベースとして映像コンテンツ等のソフト事業や通信を利用したネットワーク

化事業（運営事業）の展開を図ってまいりました。 

過去２期（平成 18 年３月期、平成 19 年３月期）において、主力の情報機器事業とコンポーネント事
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業が低調に推移して２期連続して赤字を計上したあと、平成 20 年３月期において、①情報機器事業

でパチンコホールが出店等の投資を控える動きがあり伸び悩んだものの、スポーツ・イベントの新しい

マーケットを開拓できたこと、②運営事業では映像コンテンツのさらなる業容拡大を図れたこと、③業

務の効率化を進めてローコスト体質を定着させたこと、等から黒字回復を達成することができました。 

しかしながら、パチンコホールは引き続き投資を抑制する傾向が続くと予想され、スポーツ・イベント

は案件が大口であるだけに期によって売上が上下する可能性があることから、今後も安定的に黒字を

維持して成長路線を歩むためには、安定収益ビジネスモデルとなる運営事業収入の一層の拡大が

不可欠であると判断しています。そのために平成 21 年 3 月期から取り組む新規事業が、新小型電子

看板を用いたデジタルプロモーションサービスです。 

当社の事業は、看板を映像化しタイミングよく映像を放映することで集客と売上アップを図ることを

目的にしてまいりましたが、パチンコホール業界でこの手法は完全に普及しているものの、他の業態

ではまだ未着手の分野です。当社はこの分野に、当社が特許を有するポールビジョンをベースに新

たに通信機能を組み込んで開発した新小型電子看板を投入し、機器の販売ではなくサービスとして

の提供を行うことで、本格的な普及を図ります。 

新小型電子看板は、次のような特徴を持っています。 

・ 目の残像効果を利用しているのでＬＥＤの使用数が少なくてすみ、高価なフルカラーのビジョンと

同等の効果を有する普及モデルであること 

・ 通信を使用して簡単に文字、映像を変更できるなど、機動的運営が可能であること 

・ 入力はユーザーの携帯電話やパソコンを使用すること 

・ デジタルプロモーションサービスとして月額経費で対応いただけるシステムであること 

新小型電子看板は、販売代金を一括で回収するのでなく、月額使用料として長期にわたって代金

を回収するビジネスモデルであるため、台数増加に伴って機器の生産、保有、通信コスト等の資金負

担が発生いたします。 

今般の資金調達は、こうした新小型電子看板の投入に伴う運転資金の調達を目的にしたものです。

また、資金調達にあたっては、新規事業として事業開始時は一定のリスクを伴うため事業の進捗によ

って柔軟な対応が可能であること、及び代金回収が長期間にわたるため短期資金ではなく長期安定

資金が望ましいこと、などから新株予約権付社債での調達を選択いたしました。 

当社は、平成 18年 11月 30日付で株式会社ＪＢＦパートナーズが無限責任組合員として運営管

理するジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合を割当先として、転換社債型新

株予約権付社債 1,000百万円（第１回 300百万円、第 2回 700百万円）を発行し、これまで主

に映像コンテンツ等の運営事業収入拡大のための投資に使用しております。今般の新株予約権付

社債の発行は、当社事業の将来性を理解し評価いただいた同じ割当先に対して実施するものです。

割当先の選定理由の詳細は、6ページをご参照ください。 

 

２． 調達する資金の額及び使途 

（1） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

・本新株予約権付社債発行に係る調達資金   350,000,000円 

・発行諸費用概算                400,000円 

・差引手取概算額              349,600,000円 
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（2） 調達する資金の具体的な使途 

新小型電子看板にかかる委託工場での生産、保有や物流、機能追加等のシステム開発、メン

テナンス等に要する運転資金として全額を使用いたします。 

（3） 調達する資金の支出予定時期 

平成 20年 6月から 22年 3月まで 

（4） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上記１．で記述のとおり、新小型電子看板は、当社の取引基盤のコアであるパチンコホール

業界の一部で見られる投資意欲減退傾向の中で、他業態への進出本格化と、当社の安定収益ビ

ジネスモデルの確立のために必要な事業であることから、かかる資金使途は合理的なものと考

えております。 

 
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（単位：百万円） 

決 算 期 平成 18年 3月期 平成 19年 3月期 
平成 20年 3月期 
（20,5,15発表決算短信）

売上高 2,788 2,025 2,241

営業利益 △38 △325 46

経常利益 △114 △369 52

当期純利益 △162 △571 27

1株当り当期純利益（円） △3,278.93 △11,365.88 547.38

1株当り配当金（円） 0 0 0

1株当り純資産（円） 24,088.91 12,756.82 13,304.20

 

 
（2）現時点における発行済株式及び潜在株式数の状況（平成 20年 3月 31日） 

種     類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 50,315 100％

現時点の行使価額における潜在

株式数 
17,600 35.0％

下限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
17,600 35.0％

上限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
－ － 

（注）上記潜在株式数は、ストックオプションによる 1,420 株、第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債 4,854株、第 2回無担保転換社債型新株予約権付社債 11,326株を合計したものです。 

なお、平成 20年 6月 2日付で買入消却を予定している第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の 1,618

株を含んでおります。 
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（3）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 18年 3月期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 

始  値 1,540,000 86,900 32,100

高  値 1,650,000 133,000 45,500

安  値 78,000 22,000 15,000

終  値 88,000 31,250 15,600

 
②最近６カ月の状況 

 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 

始  値 24,810 23,630 21,790 18,000 19,020 14,710

高  値 25,410 25,490 21,800 23,000 19,490 16,800

安  値 21,600 20,050 15,990 18,000 15,000 14,490

終  値 23,630 20,600 18,300 19,390 15,600 16,800

 
③発行決議日前日における株価 

 平成 20年５月 22日現在 

始  値 17,100円 

高  値 17,100円 

安  値 16,900円 

終  値 16,900円 

 

 
（4）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 第１回新株予約権付社債 第２回新株予約権付社債 

発行期日 平成 18年 11月 30日 

調達資金の額 300,000,000円 700,000,000円

募集時点における発行済株式数 50,315株 

募集時における潜在株式数 835株 

現時点における行使状況 全株未行使 

当初の資金使途 運転資金（運営事業収入拡大のための各種投資） 

割当先 ジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合 

支出予定時期 平成 19年 4月～平成 20年 9月 

現時点における充当状況 

映像コンテンツに係るイベント運営用制御ソフトやコントローラー

ソフトの開発・導入、広告ネットワーク化実験費用等に充当してお

ります。また、第 1回新株予約権付社債 100百万円は、20年 6月 2

日付で買入消却を予定しております。 
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４． 募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 20年 3月 31日現在） 募集後（潜在株式反映後） 

時本豊太郎 24.08％ ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰ・2004投資事業有限責任組合 40.05％

熊﨑友久 14.39％ 時本豊太郎 14.04％

大石昌利 2.54％ 熊﨑友久 8.39％

株式会社細田協祐社 2.23％ 大石昌利 1.48％

株式会社セキネネオン 1.57％ 株式会社細田協祐社 1.30％

トヨタ自動車株式会社 1.49％ 株式会社セキネネオン 0.92％

田中治夫 0.78％ トヨタ自動車株式会社 0.87％

株式会社飛鳥商事 0.75％ 田中治夫 0.46％

株式会社メック 0.67％ 株式会社飛鳥商事 0.44％

河野芳隆 0.59％ 株式会社メック 0.39％

（注）募集後（潜在株式反映後）は、発行済株式数（50,315株）に、ストックオプションによる 1,420株、

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債3,236株（平成20年6月 2日付で買入消却を予定している1,618

株を控除）、第 2回無担保転換社債型新株予約権付社債 11,326株、および本件（第 3回無担保転換社債型

新株予約権付社債 19,999株）を加算したものです。 

 
５． 業績への影響の見通し 

平成 20年 5月 15日付「平成 20年３月期 決算短信（非連結）」において、平成 21年３月期

の業績予想を発表いたしておりますが、新小型電子看板の積極事業展開を織り込んでおり、同事

業収益を 200百万円と予想しております。 

新小型電子看板の事業は、映像コンテンツとともに運営事業の中核事業に育成する方針であり、

安定収益基盤として今後の経営の安定化に資するものと考えております。 

 
６． 発行条件等の合理性 

（1） 発行価額の算定根拠 

本新株予約権の転換価額（１株当たり 17,500円）は、契約締結日前１カ月間の終値の平均値

を基準としてこれに一定割合を上乗せした価額であり、発行日前日の終値（16,900 円）と比較

して 103.6％となっております。 

本新株予約権付社債による資金調達は、新小型電子看板の本格投入を目的にしており、安定収益

ビジネスモデルの早期確立、ひいては企業価値向上に資するものであることから、社債が無利息で資

金コストは発生しないことも勘案し、発行条件として合理的であると判断いたしました。 

 
（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 

本新株予約権付社債の潜在株式数は 19,999 株であり、当社の発行済株式数（50,315 株）の

39.7％、発行済潜在株式数（17,600株から買入消却分 1,618株を除いた 15,982株）を含めた発

行済株式数（66,297株）の 30.2％にあたります。 
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当社株価が平成 17年 4月の上場以降低下局面にあって、直近の株価が安値圏で推移している

ことから一定の希薄化は生じますが、本新株予約権付社債発行による資金調達を行い、新小型電

子看板の事業展開によって安定収益ビジネスモデルを確立することが、当社経営にとって必要不

可欠であり、その結果として企業価値と株式価値の向上を図ることができることから、既存株主

にとっても合理的なものになると判断いたしております。また、本新株予約権付社債の発行数量

は、新小型電子看板を本格投入するのに必要な数量であり、合理的なものであると判断いたして

おります。 

 
７．割当先の選定理由等 

（1）割当先の概要 

①名称 ジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合 

②設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 

③所在地 東京都千代田区丸の内２丁目２番２号 

④業務執行組合員 株式会社ＪＢＦパートナーズ 

⑤出資金の総額 本件の他に新株予約権付社債 1,000百万円（潜在株式数 16,180株） 

⑥当社との関係等 株式会社ＪＢＦパートナーズの河野代表が当社社外取締役に就任（平成 19年 6月）

 
（2）割当先を選定した理由等 

株式会社ＪＢＦパートナーズ（以下、ＪＢＦＰ）は 2004年から中堅企業の成長戦略の推進及

び企業価値向上に寄与するプライベートエクイティ事業を展開しており、投資先企業への長期的

視野に立った経営支援において豊富な実績があります。ＪＢＦＰには、平成 18 年 11 月に発行

した第 1回・第 2回新株予約権付社債総額 1,000百万円の投資とともに、平成 19年 6月から非

常勤取締役の派遣もいただくなど、当社の事業内容、今後の事業戦略についての十分な理解と、

その推進にあたってのサポートをいただいております。 

当社は本新株予約権付社債発行を検討するにあたり、当社経営の継続性の維持と円滑な資金導

入を要件として、割当先の選定を行ってまいりました。 

ＪＢＦＰは既に潜在株式を合わせると当社の筆頭株主（潜在株式 16,180株を保有し、保有比

率 23.8％）の立場にあり、当社の企業価値向上を願う点で一致しています。ＪＢＦＰの当社の

事業戦略を支援するスタンスと、今日まで築き上げてきた両社の信頼関係から、ＪＢＦＰを割当

先とするのが上記要件を充たす最善の策であると判断し、ＪＢＦＰと合意し決定するに至りまし

た。同時に、ＪＢＦＰの持つ豊富な経営ノウハウと幅広いネットワークを最大限に活用させてい

ただくことを企図しております。 

 
（3） 割当先の保有方針 

本新株予約権付社債について、当社の事前の承諾なしに譲渡はできない取り決めであり、割当

先に期限前償還権はあるものの、当社との条件面で合意に達した場合に限って行使される予定で

す。 

以上 
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別 紙 

 

第 3 回新株予約権付社債発行要項 

 

1. 募集社債の名称   

アビックス株式会社第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを

「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

2. 募集社債の総額 

金 350,000,000 円 

3. 各募集社債の金額 

金 50,000,000 円の 1種 

4. 新株予約権付社債券の発行及び形式 

無記名式 

本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債を表象する無記名式の本新株予約

権付社債券を発行するものとし、社債権者は、本新株予約権付社債の社債券の全部又は

一部につき記名式とすることを請求することはできない。 

なお、本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権付社債のうちの一方のみを譲渡す

ることはできない。 

5. 利率 

本社債には利息を付さない。 

6. 各募集社債の払込金額 

金 50,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 

ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

7. 償還価額 

額面 100 円につき金 100 円 

8. 申込期日  

平成 20 年 6月 9日  

9. 払込期日及び発行日  

平成 20 年 6月 10 日  

10. 募集の方法     

第三者割当の方法により、全額をジャパン・ブレークスルー・2004 投資事業有限責任組

合に割り当てる。 

11. 物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、又、本新株予約権付社債

のために特に留保されている資産はない。 
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12. 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理

者は設置しない。 

13. 償還の方法及び期限 

  (1) 本社債は、平成 24 年 11 月 30 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で償還する。 

  (2) 当社は、第 14 項第(8)号①但書きの場合には、同但書きに定める差額で、行使請求す

る本新株予約権に係る本社債を償還する。また、第 14 項第（10）号②（ⅳ）に定め

る 1 株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額

に調整前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額か

ら同（ⅳ）の規定に従い交付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた

額を、行使請求する本新株予約権に係る本社債の償還金として、追加で支払う。 

(3) 本新株予約権付社債の社債権者は、その選択により、平成 20 年 7 月 10 日以降、当社

に対して、償還すべき日の 10 営業日以上 60 営業日以内の事前通知を行い、かつ、当

該通知書記載の繰上償還日までに本新株予約権付社債券を償還金支払場所に提出す

ることにより、当該繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を額面 100

円につき金 100 円で繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。 

(4) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを

繰り上げる。 

  (5) 本新株予約権付社債の買入消却は、社債権者との間で合意した場合には、発行日の翌

日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本社債または本新株予約権付社債

のみを取得することはできない。 

14. 本新株予約権に関する事項 

  (1) 本社債に付された本新株予約権の数 

     各本社債に付された本新株予約権の数は 1個とし、合計 7個の本新株予約権を発行す

る。 

  (2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

     払込みを要しない。 

  (3) 本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。） 

     平成 20 年 6月 10 日。ただし、各本社債の払込金額が第 9項に定める払込期日に当社

に払込まれることを割当ての条件とする。 

  (4) 本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

     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、本新株予約権を行使する

こと（以下「行使」という。）により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代

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。）する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を本項

第（8）号②記載の転換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合は調

整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。この場合に 1 株未満の端数を

生じたときは、第 13 項第(2)号の規定に従って現金による精算を行う。 

  (5) 本新株予約権の行使期間 
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     本新株予約権付社債の社債権者は、平成 20 年 7 月 10 日から平成 24 年 11 月 29 日ま

での間（以下「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することがで

きる。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を

最終日とする。また、①本社債が第 13 項(3)号により繰上償還される場合には当該

償還期日以後、②当社が第 13 項第（5）号により本社債を買入消却する場合には、

本社債が消却される時以後、③当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、

期限の利益の喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。本新株予約権

は、会社法第 287 条の定めにより行使することができなくなった時点において消滅

する。 

  (6) 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。 

  (7) 当社による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。 

  (8) 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

    ① 本新株予約権 1個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本新株予約

権に係る本社債とし、当該本社債の価額は、第 13 項第（1）号に定める当該本社

債の満期日の償還価額と同額とする。ただし、交付株式数に本項第（8）号②記載

の転換価額（ただし、本項第（10）号によって調整された場合は調整後の転換価

額）を乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る本社債の満期日の償還価額を

下回る場合には、本新株予約権 1 個の行使に際してする出資の目的とされる財産

は、当該本新株予約権に係る本社債のうち当該差額部分を除いたものとし、この

場合の当該本社債の価額は、当該本社債の満期日の償還価額から当該差額を差し

引いた額とする。 

    ② 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき 1株当たりの額（以下「転換価額」と

いう。）は、当初 17,500 円とする。なお、転換価額は本項第(10)号によって調整

されることがある。 

  (9) 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。 

  (10) 転換価額の調整 

    ① 当社は、次に定めるとおり、本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、

次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

 9



 

 

 

 

 

 

 

 

既発行株式数 
+ 

既発行株

× 
調整前 

転換価額 
= 調整後 

転換価額 

    ② 転換価額調整式により本新株予約権付社

調整後の転換価額の適用時期については

     （ⅰ） 本号③（ⅱ）に定める時価を下回

る場合（ただし、下記(ⅲ)記載

該証券（権利）の取得と引換え

又は下記(ⅳ)記載の新株予約権

り交付される株式の取得と引換

調整後の転換価額は、払込期日

は当該払込期間の最終日とする

受ける権利を与えるための基準

を適用する。 

     （ⅱ） 当社普通株式について株式分割又

         調整後の転換価額は、当社普通株

当社普通株式の無償割当てにつ

めの基準日がある場合は、その

割当てについて株主に割当てを

合には、当該割当ての効力発生

     （ⅲ） 本号③（ⅱ）に定める時価を下回

式を交付することと引換えに取

株式若しくは当社普通株式の交

付することと引換えに取得され

る証券（権利）、又は行使するこ

式を交付することと引換えに取

株式の交付を受けることができ

たものを含む。以下同じ。）を発

調整後の転換価額は、発行され

得請求権付証券等」という。）

社普通株式が交付されたものと

引換えに取得される株式又は取

通株式の交付を請求することが

に取得される証券（権利）又は

は当社普通株式を交付すること

 10
交付株式数 × 1株当たりの払込金額 

時価 
式数 + 交付株式数 

債の転換価額の調整を行う場合及びその

、次に定めるところによる。 

る払込金額をもって当社普通株式を交付す

の証券（権利）の取得と引換え若しくは当

に交付される新株予約権の行使による交付

の行使若しくは当該新株予約権の行使によ

えによる交付の場合を除く。） 

（募集に際して払込期間が設けられたとき

。以下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを

日がある場合は、その日の翌日以降、これ

は株式無償割当てを行う場合 

式の株式分割のための基準日の翌日以降、

いて株主に割当てを受ける権利を与えるた

日の翌日以降、また、当社普通株式の無償

受ける権利を与えるための基準日がない場

日の翌日以降、これを適用する。 

る価額をもって当社普通株式、当社普通株

得される株式又は取得させることができる

付を請求することができる新株予約権を交

る証券（権利）又は取得させることができ

とにより当社普通株式若しくは当社普通株

得される株式又は取得させることができる

る新株予約権（新株予約権付社債に付され

行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

る証券（権利）又は新株予約権（以下「取

の全てが当初の条件で取得又は行使され当

みなして（当社普通株式を交付することと

得させることができる株式若しくは当社普

できる新株予約権を交付することと引換え

取得させることができる証券（権利）、又

と引換えに取得される株式又は取得させる



ことができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに

当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取得又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調整式を準用して算出す

るものとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）

又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、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、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付証券等が発行された時点で確定していない場合は、調整後

の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付証券等

の全てが当該対価の確定時点の条件で取得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（当社普通株式を交付することと引換えに取得さ

れる株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を

請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証

券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株式を

交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式

の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該

新株予約権の全てが当初の条件で取得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）本号①に定める転換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。 

（ⅳ） 本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）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

きには、本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、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 

本項第（14）号の規定を準用する。 

 

株式数
 

（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 

                                               
 

＝ 

 

 

         この場合に１株未満

て現金による精算を

    ③（ⅰ） 転換価額調整式の計算

数第 2位を切り捨て

     （ⅱ） 本号①に定める転換価

 

調整後転換価額 

の端数を生じたときは、第 13 項第(2)号の規定に従っ

行う。 

については、円位未満小数第 2位まで算出し、その小

る。 

額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用

11



する日（ただし、本号②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始

まる 30 取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取

引所（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止さ

れた上で、当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他

の証券取引所（当該他の証券取引所が複数の場合には、当社普通株式の普

通取引の出来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株

予約権付社債の社債権者の同意を得た証券取引所））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。 

     （ⅲ） 本号①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場

合はその日、又、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の

1 か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た数とする。又、本号②（ⅱ）の株式分

割の場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のため

の基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。 

    ④ 本号②の転換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、

合理的に必要な転換価額の調整を行う。 

     （ⅰ） 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又

は当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする

とき。 

     （ⅱ） その他当社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転

換価額の調整を必要とするとき。 

     （ⅲ） 転換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

調整後の転換価額の算出に当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。 

  (11) 本項第（10）号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により

その旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日そ

の他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本項第（10）

号②（ⅳ）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、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

  (12) 新株予約権の行使の方法 

     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。 

    ① 本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書

（以下「新株予約権行使請求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権付

社債を表示し、本新株予約権の内容及び数並びにこれを行使する年月日等を記載

してこれに記名捺印した上、行使期間中に行使請求受付場所に提出しなければな
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らない。 

    ② 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

ことができない。 

  (13) 新株予約権行使の効力発生時期 

      行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、本新株予約権に

おいて、かかる「新株予約権を行使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使

請求受付場所に到着した日又は新株予約権行使請求書に記載された本新株予約権を

行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。 

  (14) 株券の交付方法 

     当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

  (15) 剰余金の配当 

     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の当

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。 

  (16) 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、新設分割、株式交

換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合は、

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に

対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、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、本号①から⑦までの内容のもの（以下「承継新株予

約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新

株予約権は消滅し、本社債についての社債に係る債務は再編対象会社に承継され、

本新株予約権の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、

本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、

吸収分割または新設分割を行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本

新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継

新株予約権を交付し、再編対象会社が本社債についての社債に係る債務を承継する

旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。 

    ① 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数 

      組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する

本社債にかかる本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

    ② 承継新株予約権の目的た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 承継新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数 

      当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の転換価額を

本項第(10)号に準じた調整を行ったうえ、本項第(4)号に準じて決定する。なお、

組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、本項第

(10)号の調整に準じた調整を行う。 
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    ④ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 

      交付される各承継新株予約権の行使に際して出資する目的とされる財産は、当該各

承継新株予約権に係る本社債とし、当該各社債の価額は、本項第(8)号に定める価

額と同額とする。 

    ⑤ 承継新株予約権の行使期間 

      本項第(5)号に定める本新株予約権の行使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、本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の満

了日までとする。 

    ⑥ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 

      本項第(6)号及び第(7)号に準じて決定する。 

    ⑦ 承継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 

      本項第(9)号に準じて決定する。 

15. 本新株予約権と引換えに金銭の振込みを要しないこととする理由及び行使に際し出資さ

れる財産の価額算定理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分

離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出

資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、又、本新株予約

権の価値と本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件により得られる

経済的な価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととし

た。又、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、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本社債の満期日の償還価額と同額とし、

当初の転換価額は平成 20 年 4 月 23 日から平成 20 年 5 月 22 日までの株式会社ジャスダ

ック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の 102.0％相当額とし

た。 

16. 担保提供制限 

   当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当

社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、

本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第 2条第 22 号に定められた新株予約権

付社債であって、会社法第 236 条第 1項第 3号の規定により、新株予約権の内容として、

新株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨を定

めたものをいう。 

17. 本社債の地位 

   本社債は、本新株予約権付社債の社債要項に従って強制執行可能な当社の直接、無条件、

無担保かつ非劣後の一般債務であり、本社債相互の間において、成立の日の前後その他

の理由により優先又は劣後することなく、同順位である。 

18. 期限の利益喪失に関する特約 

   当社は、次の各号のうち、第（5）号乃至第（7）号の場合は当然に、それ以外の場合は本
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新株予約権付社債のいずれかの社債権者からの当社に対する書面による請求により、本

社債について期限の利益を失う（以後本新株予約権を行使することはできない。）。 

  (1) 当社が第 13 項の規定に違背したとき。 

  (2) 当社が、前号に定める規定以外の本新株予約権付社債の要項に定める規定に違背し、

本新株予約権付社債の社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。 

  (3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁

済をすることができないとき。 

  (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来して

もその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入

金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、

その履行をすることができないとき。 

  (5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

の申立をし、又は取締役会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に

提出する旨の決議を行ったとき。 

  (6) 当社が、破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開

始の命令を受けたとき。 

  (7) 当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。 

19. 本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

   本新株予約権付社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定め

がある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとし、かつ、

電子公告を行った旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告の方法によることができない場合は、当社の定款所定の新聞

紙にこれを掲載し、かつ、掲載した旨を速やかに社債権者に対し通知する。ただし、法

令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて社債権者に対し直接に通知する

方法によることができる。 

20. 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

   アビックス株式会社 総務部 

横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1 

21. 行使請求受付場所 

   株主名簿管理人 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 本店 

22. 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以上 
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