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第三者割当増資に関する株式買取基本契約締結についてのお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年 6 月 6 日開催の取締役会において、新生証券株式会社（以下 新生証券）との間

で、第三者割当による新株発行プログラムの設定を目的として以下の内容を含む株式買取基本契約を締

結すること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します。 

 

記 

 

１．新株発行プログラムの概要 

  このプログラムは、新生証券との間に「株式買取基本契約書」を締結することにより、当該締結日 

 から 2年間の期間、総計 25,000,000株を上限として、新生証券に対する第三者割当による新株発行 

 を可能とするものです。 

 

  本プログラムに基づいて新生証券に割当てられる新株の発行時期及び数量については、別途、今後 

 開催される当社取締役会の決議により決定され、これに基づいて個別の株式買取契約が締結されま

す。 

 

  本プログラムにおける割当対象株式最大 25,000,000株は初回割当分（第 1回で 2,500,000株）と 

 追加割当分（第 2回から第 10回まで 22,500,000株）の 2種に区分される計 10回の割当により発行  

 することができます。初回割当分については当社の完全な裁量により割当時期を決定することができ 

 ます。追加割当分については、各割当に際し割当先の合意を要するものとします。また、一回の割当 

 数量は原則として 2,500,000株とされていますが、複数回の割当を同時に行うことも可能です。 

 

 初回割当分 追加割当分 

対象割当回数 第 1回 第 2回～第 10回 

割当可能株数 2,500,000株 22,500,000株 

１回当たり割当株数 2,500,000株 2,500,000株 

割当可能期間 2年間 2年間 

割当制限 無し 有り 

  割当先となる新生証券は、株式会社新生銀行が 100％出資する証券会社であります。 



  なお、本プログラムにより調達する資金は、固定資産の取得並びに固定資産の取得を目的とする短

期借入金の返済に充当する予定です。 

 

２．本プログラム導入の理由等 

  本プログラムは、下記の理由により、機動的な資本調達枠の確保と株主価値の希薄化抑制を両立し、 

 かつ将来の株価上昇局面における有利な資金調達の機会を確保するという点で優れた資金調達手法 

 であり、当社の置かれた資金調達環境の中において最良の選択であると判断いたしました。 

  (1） 新株発行枠の確保及び機動的な資本調達 

   本プログラムにより、当社は最大 25,0000,000株相当の割当可能株数枠を獲得し、一回当たり 

  2,500,000株単位にて、原則として当社の裁量に基づく機動的な新株発行による資本調達が可能と 

  なります。 

  (2） 株式発行数及び価額の明示 

   本件は単純な「第三者割当増資」による新株発行であり、割当毎にその時点の時価に基づく発行 

  価額にて、新生証券に対し第三者割当による新株発行を行ないます。転換社債や新株予約権のよう 

  な転換及び行使請求といった概念は無く、また転換価額修正及び行使価額修正条項もありません。 

  したがって、本プログラムにより発行される株式の総数は予め確定しており、さらに各割当の時点   

  で株式の発行価額が明示されることにより、既存株主やマーケットに対する透明性の高さを確保し 

  た手法です。 

  (3） 当社による解約権 

   将来的に当該プログラムによる資金調達ニーズの必要性がなくなった場合、もしくはそれ以上の 

  好条件での資金調達手法が確保できた場合等、当社の選択により、追加的な費用を負担することな  

  くいつでも解約することが可能です。（解約になった場合は速やかに情報を開示いたします。） 

 

３．新株式発行プログラムの概要 

  (1) 対象株式  当社普通株式 

  (2) 対象株式数  最大 25,000,000株 

  (3) 対象期間  平成 20年 6月 6日から平成 22年 6月 6日まで 

  (4) 発行価額  個別の発行決議時における時価（※１）の 90％ 

  (5) 割当制限条項  原則として次の制限が適用される。（制限が適用された場合には速やかに情

報を開示いたします。） 

            ・追加割当分については、その実施に際して割当先の合意を要する。 

            ・対象期間中、当社普通株式の 3 ヶ月平均売買金額が 15,961,442 円（包括

契約時の 3ヶ月平均売買金額の 50％）を下回った場合、1 回当りの割当数

は 1,250,000株とする。その後 3 ヶ月平均売買金額が 25,538,308円（包

括契約時の 3ヶ月平均売買金額の 80％）を回復した場合には、1 回当りの

割当数は 2,500,000株とする。 

            ・対象期間中、当社普通株式の 3 ヶ月平均売買金額が 7,980,721円（包括契

約時の 3ヶ月平均売買金額の 25％）を下回った場合、割当は一時停止され

る。その後 3 ヶ月平均売買金額が 15,961,442円（包括契約時の 3ヶ月平

均売買金額の 50％）を回復した場合には、1 回当りの割当数は 1,250,000

株とする。 



  さらにその後 3 ヶ月平均売買金額が 25,538,308円（包括契約時の 3ヶ月

平均売買金額の 80％）を回復した場合には、1 回当りの割当数は 2,500,000

株とする。 

  (6)割当予定先  新生証券株式会社 

  (7)新株の割当及び発行は、個別の取締役会決議に基づき決定するものとする。 

  ※１ 個別の発行決議時における時価とは、発行決議日の前営業日の株式会社大阪証券取引所にお 

      ける当社普通株式の終値をいう。 

  ※２ 3 ヶ月平均売買金額とは、対象期間中の任意の営業日において計算される、当該営業日の 3 ヶ 

     月前の応当日（当日を含む）から当該営業日の 2 営業日前（当日を含む）までの間の各営業 

         日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式に関する次の算式により得られる数値の 

         平均値（小数点第 1 位を四捨五入する）をいう。 

         売買立会による売買高（株数）×終値 

 

４．割当先の概要 

① 商号 新生証券株式会社 

② 事業内容 金融商品取引業 

③ 設立年月日 平成 12年 12月 25日 

④ 本店所在地 東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 パンカジ・ウッパル  

⑥ 資本金 7,000,000,000円 

⑦ 発行済株式数 202株 

⑧ 純資産 14,014百万円 

⑨ 総資産 77,309百万円 

⑩ 決算期 ３月 31日 

⑪ 従業員数 144名（役員及び派遣社員は含まない） 

⑫ 主要取引先 投資家及び発行体 

⑬ 大株主及び持株比率 株式会社新生銀行（東京証券取引所第一部 8303） 100％ 

⑭ 主要取引銀行 投資家及び発行体 

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 
上場会社と 

割当先の関係等 
関連当事者へ

の該当状況 
該当事項なし 

⑯ 最近３年間の業績 （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

営業収益 10,225 4,469 4,676

営業利益 7,361 246 △1,859

経常利益 7,367 297 △1,667

当期純利益 4,380 106 △1,376

１株当たり当期純利益（円） 21,793,522 528,055 △6,829,428

１株当たり配当金（円） 7,960,199 0 0

１株当たり純資産（円） 77,037,676 61,645,334 69,378,012



（注）⑮については、平成 20年６月６日現在のものであります。 

      それ以外の割当先の内容の欄は平成 20年３月 31日現在のものであります。 

以上 


