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第三者割当による第 15 回乃至第 24 回新株予約権発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年８月 11 日開催の取締役会において、第三者割当による第 15 回乃至第 24

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、現在早期黒字化を達成することを経営目標に、事業の再構築と組織の抜本的改革

を推進しております。事業拡大の施策として、当社創業時より開発・販売を行っている、財務分

析パッケージソフト「アラーム」の分析エンジンから更なる付加価値を生み出すべく、中小企業、

個人事業主に対する当該エンジンを活用した情報の拡販事業、金融系ビジネスに関わる新規

事業への投融資等を推進することにより、当社の企業価値向上を目指しております。 

そして、目標達成のため、平成 19 年 10 月 18 日付で第三者割当による第５回乃至第 14 回新

株予約権を発行し、当社グループ企業への投融資および新規事業への投資資金等の需要発

生に備え、その機動性の確保を図りました。 

しかしながら、その後の当社株価の下落等により、当該新株予約権の総発行数 300 個のうち、

その50％に当たる150個について、発行要項に基づき取得、消却を行いました。このため、当初

予定の経営計画の進捗状況に影響が出る結果となりました。 

このような状況において、当社は、改めて中期事業計画の見直し、検討を行い、引き続き「ア

ラーム」の情報提供事業における早期の立上げ、および金融系ビジネスにおける投融資に加え、

新たなる企業価値創出を目的とした新規事業への進出にも積極的に取り組むことを経営の 重

点課題といたしました。 

以上の状況を踏まえ、グループ企業および新規事業への投資資金等の需要発生に備え、そ
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の機動性を確保するべく、このたび、第三者割当による新株予約権の発行を決定いたしました。 

本新株予約権発行は、将来の当社の事業規模の拡大および業績向上に資するものであると

考えております。 

 

（２）本新株予約権の商品性について  

本新株予約権は主に以下の特徴があります。 

① 割当日から 6 ヶ月の間に 1 回のみ、当社の取締役会の判断により回号ごと（1 回号あたり

の出資金額は 3 億円、全 10 回号の出資金額の合計は 30 億円）に行使価額の修正開始

を決定することができます。行使価額の修正の決定が行われると、行使価額は取締役会

の前銀行営業日までの 1 ヶ月間の株価の平均値の 90％に修正され、以降 6 ヶ月に一度

その時の株価の平均値の 90％に修正されます。 

② 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。 回号ごとに上記、行使価額の修正開始の決定をすることにより、新株予約権の行使

の時期や価額が分散され、市場への過度な売り圧力を回避しつつ、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拡充が期待できます。 

③ 本新株予約権は、行使価額の修正に関して行使価額の下限値は設定しておりますが、

上限値は設定しておりません。よって株価上昇時においては行使価額が上昇することが

期待できます。一方で希薄化の進行度合いに一定の歯止めをかける目的として、行使価

額下限値（1,399 円）を設定いたしました。株価下落時におきましても行使価額は下限値

を下回ることはありません。これにより希薄化の進展度合いに一定の歯止めをかけること

が可能です。 

④ 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 終期日までに行使を希望する新株予約権の個数を表明し、個別行使に先立ちその

出資金総額（注）の払込みを行うため、当社は迅速な資金調達が可能となります。当該

出資金総額は、割当予定先がその後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。 

⑤ 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。 

⑥ 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設計

になっております。 

⑦ 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設計になっております。 
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（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 終期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

資金総額分の資金調達ができること  

②今回発行する新株予約権は 10 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拡充が期待できること  

③行使価額の修正の決定後、株価が上昇した場合には希薄化が抑制されること  

④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）  

2,780 百万円  

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15回乃至第24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 15 回乃至第 24 回新

株予約権合計）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、上記手差引取

概算額は減少します。  

 

（２）調達する資金の具体的な使途  

今回の新株予約権発行にかかる手取り概算額 2,780 百万円につきましては、設備投資とし

て 180 百万円、運転資金として 1,885 百万円、運用資金として 700 百万円、予備資金として

15 百万円を充当いたします。具体的な内容につきましては以下のとおりであります。 

① アラーム事業における運転資金および新サービスの設備投資  
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当社の主力事業であるソリューション事業において、当期後半より売上への貢献を見

込んでおりましたＷＥＢ上での情報提供サービスやＡＳＰサービスを展開する新サー

ビスの提供を計画しておりましたが、発行しておりました新株予約権を当社株価の下

落に伴い発行要項に従って取得、消却しましたため、開発スケジュールに遅れが生

じております。これを当初の計画どおり推進し、早急に業績への寄与を図る目的で、

新たにシステム開発のための設備投資として 180 百万円、および運転資金として 850

百万円を充当する予定であります。なお、内訳は以下のとおりであります。 

 

システム設備投資 

               ＷＥＢシステム開発費         40 百万円 

               ＡＳＰシステム開発費           70 百万円 

               サーバー管理費            36 百万円 

               メンテナンス費用            20 百万円 

               サーバー増強費用          14 百万円 

               合計                   180 百万円 

運転資金            

               営業管理費用・営業費        98 百万円 

データ購入料              106 百万円 

               設備・事務費               64 百万円 

                  宣伝広告費用             270 百万円 

              新規事業人件費           180 百万円 

               その他                  36 百万円 

              既存事業分人件費及び開発費  96 百万円 

              合計                  850 百万円 

 

なお、調達資金の支払時期は、当事業における早期の業績の回復が急務であるとの

判断から今期中に設備投資180百万円を計画しており、残額については来期中の支

出を見込んでおりますが、資金需要が具体化した時点で随時行っていく予定であり

ます。 

 

② ファイナンシャル事業の運用資金   

ファイナンシャル事業においては今後融資先の拡大を図ります。新たな投融資先とし

て、将来の業務提携等をも視野に入れ、今後も成長が見込める新たな分野への投融

資を検討しており、主として医療･美容分野への投融資を実施し、投融資先の業容拡

大のための人材の確保、宣伝広告、マーケティングおよび市場調査を行うための営
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業活動資金として 700 百万円を充当する予定です。なお投融資の時期と内容に関し

ましては、現段階では未定であります。 

 

③ 旅行事業の運転資金および予備資金   

また、新たに官庁、法人向け旅行商品の企画販売を行う子会社を設立し、事業を開

始いたします。旅行事業のノウハウと人脈を持った人材を採用することにより比較的

低コストで売上への貢献が期待できる新規事業として計画しております。当事業にお

ける初期投資および営業関連費用として充当する予定であります。なお、内訳は以

下のとおりであります。 

     

              運転資金        185 百万円 

※ 新規事業展開に関わる調査費、新規事業営業活動費などを含む 

              予備費充当額     15 百万円  

※ 第 2 種旅行業登録 7 百万円を含む 

 

当該事業会社を今期中に設立することから、当初設立費用と運転資金として 85 百万

円を見込んでおり、その後の運転資金に関しては来期中に、資金需要が具体化した

時点で随時行っていく予定であります。 

 

④ 経営管理体制の強化費用およびグループの運転資金  

グループ各企業および各事業に対する統括管理体制の強化のため、人員の増強、

教育・研修、Ｊ‐ＳＯＸ法に対応する内部システムの強化等の当社運転資金として 500

百万円、グループ各企業の運転資金として 350 百万円、合計 850 百万円を充当す

る予定です。 

 

当社において内部管理体制の充実強化が重要命題であることから、今年度末まで

に 500 百万円の支出を見込んでおりますが、その後の支出等に関しましては、事業

の進捗状況等を勘案して、来期中を目安に随時行ってまいる予定であります。 

 

  

（３）調達する資金使途の合理性に関する考え方  

上記（２）のとおり、将来の経営環境を見極めながら子会社への投融資を行うことや新規事

業の立ち上げを行うことは、当社の業容の拡大および収益性の向上に寄与するものと考えて

おります。また、資金調達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

あたりの利益などの持株価値の向上に資すると考えております。 



 
この文書は、当社の第 15 回乃至第 24 回新株予約権発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の

投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

 

 

 

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９月期 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 

売上高 2,176,077 2,083,738 1,153,582

営業利益又は営業損失（△） △1,063,214 △1,302,707 △2,094,836

経常利益又は経常損失（△） △492,402 △1,650,988 △2,271,054

当期純利益又は当期潤損失

（△） 

△1,548,925 △1,636,531 △2,737,110

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） 

△9,994.97 △9,616.92 △11,951.03

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） 32,721.87 20,110.52 5,069.40

 

（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８月 11 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 620,624 株 100％

現時点の行使価額における潜

在株式数の総数 
1,710 株 0.27％

上記潜在株式は全てストックオプションによるものです。  

なお、当該ストックオプションは行使価額が予め決まっており、行使価額の修正条項が付されてお

りません。  

 

（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８月 11 日現在） 
620,624 株 100％

当初の行使価額（2,797 円）に 

おける潜在株式数の総数 
1,072,577 株 172.82％

下限値の行使価額における潜

在株式数の総数 
2,144,388 株   345.52％
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（４） 近の株価の状況  

平成 17 年 9 月期末 

（平成 17 年 9 月 30 日終値） 
82,100 円

平成 18 年 9 月期末 

（平成 18 年 9 月 29 日終値） 
13,300 円

平成 19 年 9 月期末 

（平成 19 年 9 月 28 日終値） 
9,416 円

直近 3 か月の終値平均 

（平成 20 年５月９日～平成 20 年８月８日） 
3,108 円

 

（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 15 回乃至第 24 回新株予約権の発行 

発行期日 平成 20 年８月 11 日 

調達資金の額 

（注１） 
2,780,000,000 円（差引手取概算額）  

募集時点における

発行済株式数 
620,624 株   

当該募集における

潜在株式数 

（注２） 

当初の行使価額(2,797 円)における潜在株式数：1,072,577 株 

下限行使価額（1,399 円）における潜在株式数：2,144,388 株 

割当先 新日本投資事業有限責任組合 

（注１）調達資金の額は新株予約権の払込金額の合計（第 15 回乃至第 24 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 15 回乃至第 24 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 15 回乃至第 24 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 

株式の種類 普通株式 

発行株数 10,530 株 

発行価額の総額 金 855 百万円 

発行日 平成 17 年 9 月 26 日 
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発行価額 81,200 円 

募集時点における発行済株式数 171,795.4 株 

当初の資金使途 

 

株式会社ビーマップとの業務提携を強化すべく、資本提携

を行うための株式取得資金に充当する 

現時点における充当状況 

 

株式会社ビーマップとの業務提携を強化すべく、資本提携

を行うための株式取得資金に充当 

 

第４回新株予約権 

株式の種類 普通株式 

行使総額 金 279 百万円 

発行日 平成 18 年 8 月 30 日 

行使率 5.6％ 

募集時点における発行済株式数 182,325.4 株 

当初の資金使途 子会社への投融資および M&A への投資資金等に充当する

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 

 

自己株式処分に伴う第三者割当増資 

株式の種類 普通株式 

発行株数 12,500 株 

発行価額の総額 金 200 百万円 

発行日 平成 18 年 9 月 29 日 

発行価額 16,000 円 

募集時点における発行済株式数 182,325.4 株 

当初の資金使途 アラームシステムをはじめとするソフトウェアおよびソリューシ

ョン開発に充当する 

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 

 

第三者割当増資 

株式の種類 普通株式 

発行株数 205,900 株 

発行価額の総額 金 1,000 百万円 

発行日 平成 19 年 7 月 31 日 

発行価額 4,860 円 

募集時点における発行済株式数 194,804.4 株 
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当初の資金使途 子会社への投融資等に充当する 

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 

 

第５回乃至第 14 回新株予約権 

株式の種類 普通株式 

行使総額 金 1500 百万円 

発行日 平成 19 年 10 月 18 日 

行使率 50.0％ 

募集時点における発行済株式数 400,704.4 株 

当初の資金使途 アラームを利用した新サービスへの設備投資および投資事

業への進出に充当する 

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 

 

 

４．募集前後の大株主および持株比率 

募集前（平成 20 年３月 3１日現在） 

エルダ企業再生第１号投資事業組合 業務執行組合員 エルダキャピタル株式会社 33.26％

財昇投資有限公司 25.07％

大阪証券金融株式会社 3.95％

ＩＳ証券会社 2.95％

吉本 丙園 0.85％

梶山 勝也 0.79％

田辺  忠 0.71％

田中 義一 0.61％

清水 啓之 0.56％

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ イーアイビー エル 0.49％

 

行使後（潜在株式数を反映） 

新日本投資事業有限責任組合 63.34％

エルダ企業再生第１号投資事業組合 業務執行組合員 エルダキャピタル株式会社 12.19％

財昇投資有限公司 9.19％

大阪証券金融株式会社 1.44％

ＩＳ証券会社 1.08％

吉本 丙園 0.31％
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梶山 勝也 0.29％

田辺  忠 0.26％

田中 義一 0.22％

清水 啓之 0.20％

 

 

５．業績への影響の見通し 

今回の資金調達による、平成 20 年９月期業績予想における影響はございません。 

 

 

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）等を考慮して、一般的な価額算定モデルで

ある二項モデルによる算定方法が適当と判断し、第三者機関に当社の新株予約権の価値算

定を依頼しました。その結果を参考に、本新株予約権の 1 個当たりの発行価額を金 130,000

円と算定いたしました。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、

取締役会決議日の前取引日（平成 20 年８月８日）までの 1 ヶ月間の株式会社大阪証券取引所

における当社株式の普通取引の毎日の終値の平均値の 105％に相当する金額といたしまし

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  

上記 2,797 円の行使価額で必要増資額 30 億円を調達する場合、1,072,577 株の株式発行

が必要となります。 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、本新株予約権による資金調達により行う計

画である既存事業および新規事業からの収益によりもたらされる企業価値の増大(平成 21 年９

月期において、平成 19 年９月期売上の 55%増を計画)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 新日本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法 
③ 設 立 年 月 日 平成 18 年 5 月 8 日 
④ 住 所 東京都港区芝 5 丁目 30-１ 



 
この文書は、当社の第 15 回乃至第 24 回新株予約権発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の

投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

 

 

⑤ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
業務執行組合員  
ＳＨパートナーズ有限会社 代表取締役 齊藤 博之 

⑥ 出 資 金 の 総 額 6,000,000 円（SH パートナーズ有限会社の資本金の額） 

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 ⑦ 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 

当社は現在、早期黒字化を達成することを経営目標に、事業の再構築と組織の抜本的改

革を推進しております。具体的な経営目標である早期黒字化を実現すべく、既存事業の再構

築、ならびに企業価値を高め、業績に貢献できる事業への進出を推進しております。さらに経

営管理体制の強化充実が上場企業として存続し、今後の成長を継続していくために不可欠な

要素であると認識し、組織体制の整備に注力しており、当該目的を達成するために資本増強

が不可欠であると考えます。 

割当先であります新日本投資事業有限責任組合は、割当先を選定するにあたって、当社の

経営方針、将来的な目標を理解していただき、ご協力いただけるパートナーを選定すべく、当

社経営陣の旧知である信頼できる方にご紹介いただき、ご賛同いただいたものであります。同

事業組合につきましては、保有目的が純投資であり、当社の経営に介入する意思がないこと

の内諾をいただいていることを加味した上で、今回の割当先選定に至りました。 

また、当社はこの割当先が反社会的勢力でないことを確認しております。 

 

（３）割当先の保有方針  

割当予定先である新日本投資事業有限責任組合は、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 15 回乃至第 24 回新株予約権の名称     

オックスホールディングス株式会社第 15 回乃至第 24 回新株予約権 

 

Ⅱ．第 15 回乃至第 24 回新株予約権に共通する事項  

1． 新株予約権の総数  30 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 大整数とし、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 大整数とする

（1 株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 大整数

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 130,000 円(払込総額 3,900,000 円)  

4． 新株予約権の割当日  平成 20 年 ８ 月 28 日  

5． 新株予約権の払込期日  平成 20 年 ８ 月 28 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株あたりの価額は、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 2,797 円   

8． 行使価額の修正  (1)当社は、平成 20 年８月 29 日以降、平成 21 年２月 28 日までの間、1 回

のみ、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
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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」とい

う。）の翌日以降６銀行営業日後の日をいい、以下「修正開始日」とい

う。〕以降、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修

正される旨の決定を（以下「行使価額修正の決定」という。）することがで

きる。当社取締役会が資金調達のために必要と認めた場合とは、その時

の株価動向や金利水準をはじめとする市場環境、経営環境等を勘案し、

本新株予約権の行使価額修正の開始を決定して行使促進を図ることが

良の選択であると判断した時を指す。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行使価額修正

決議日の前銀行営業日まで（当日を含む。）の 1 ヶ月間〔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はない日は除き、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 1 ヶ月間とする。以下「修正日行使価額算定

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ヵ月後の

終取引日の翌日以後においては、６ヵ月毎の 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、本新株予約権の要項に従い当社が適

当と判断する値に調整される。 ただし、かかる算出の結果、修正後行使

価額が 1,399 円（ただし、第９項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。

以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、修正後行使価額は下

限行使価額とする。 

(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、
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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

社の発行済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。  

 

 交付普通株式数×1 株当たり払込金額 

 
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
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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
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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株あたりの

対価（本号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 か月間に複数回の

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。 
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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株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
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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８月 28 日から平成 22 年８月 28 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 22 年８

月 28 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（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
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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

する場合における

増加する資本金お

よび資本準備金 

 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 項の規定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る場合

は、その端数を切り上げた金額とする。 

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、本欄記載の資本金等増加限度額から本欄に定める増加する

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 22 年８月 28 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 22 年８月 28

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
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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 22 年８月 28 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。  

(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
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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。  

(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(3)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。  
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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

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。 

（5）本新株予約権の行使に際して、当該時点における当社の発行済株式

総数に当該行使により新たに発行される当社普通株式を加算した数

が、当該時点における当社の授権株式総数を超過することとなるとき

は、当該本新株予約権の行使はこれを行うことができない。 

15． 新株予約権の行使

請求受付場所 

 オックスホールディングス株式会社 管理部 

16. 新株予約権の行使

に関する払込取扱

場所 

 株式会社三井住友銀行 本店営業部 

東京都千代田区有楽町１－１－２ 

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
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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(3)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株未満株式については株券を発行しない。 

18. 単元株式数の定め

の導入等に伴う取

扱い 

 当社が単元株式数の定めを導入する場合等、本新株予約権の要項の規定

中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講

じる。 

19. 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。 

20. 募集の方法  第三者割当の方法により、全てを新日本投資事業有限責任組合に割り当

てる。 

21. 申込期間  平成 20 年８月 28 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。 

 

【第三者割当による新株予約権発行の日程（予定）】 

・ 平成 20 年 8 月 11 日  新株予約権発行取締役会決議 

・ 平成 20 年 8 月 11 日  有価証券届出書提出 

・ 平成 20 年 8 月 27 日  有価証券届出書効力発生予定日 

・ 平成 20 年 8 月 28 日  申込期日 

・ 平成 20 年 8 月 28 日  払込期日 

・ 平成 20 年 8 月 28 日  新株予約権行使開始日 

・ 平成 22 年 8 月 28 日  新株予約権行使終了日 

以 上 


