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第三者割当による第２回及び第３回行使価額修正条項付新株予約権（MSワラント）

の発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年８月19日開催の取締役会において、Derivatine Arbitrage Fund L.P.（デ

リバティブ・アービトラージ・ファンド・エル・ピー）及びNDC Risk Hedge Fund（エヌ・デ

ィー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）（以下「両ファンド」といいます。）を割当先と

して、第三者割当による第２回及び第３回行使価額修正条項付新株予約権（MSワラント）（以

下、それぞれを「第２回新株予約権」、「第３回新株予約権」といい、個別に称して又は総

称して「本新株予約権」といいます。）の発行並びに金融商品取引法による届出の効力発生

後に、第２回新株予約権及び第３回新株予約権に関し、両ファンドと総額買受契約をそれぞ

れ締結することを決議いたしましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

  

１．発行に係る募集の目的 

 （1）募集の目的 

 当社は、流通事業、建設・不動産事業をグループの中核とし、その他プラスチック、

交通事業、投資事業等、多角的・多面的に展開する事業間のシナジー効果を発揮するだ

けではなく、めまぐるしく変化するニーズに対して事業内容を有機的に変化させ、グル

ープの安定した経営と着実な成長を維持していくための持株会社経営を推進して参りま

した。 

 その中で、平成 20 年６月２日発表の「当社連結子会社であるジェイオー建設株式会社

（以下「JO 建設」という）の民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」にてお伝え

のとおり、連結子会社が民事再生手続の申立てを行い、同年６月 12 日に開始決定を受け

ております。また、上記民事再生手続の申立てにより、平成 20 年３月期においての当社

単体での債務保証引当金の計上等により資金状況が悪化したことにより、そのことによ

り、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義（以下「継続企業の疑義」と

いう）が存在するとして当社会計監査人から指摘を受けております。当社は JO 建設の金

融機関からの借入に対して総額で 2,454 百万円の債務保証をしており、JO 建設が民事再

生の開始決定を受けたことにより、金融機関への保証債務の履行を求められております。

債務保証額のうち 1,000 百万円程度は物的担保により回収可能ですが、差し引き 1,400

百万円程度の保証負担が発生するものと見られます。そこで、JO 建設の金融機関からの



借入に対する債務保証の一部返済を行うことで金融機関との関係改善を図るとともに、

「継続企業の疑義」の解消を行うための財務体基盤の充実を早急に実現することが当社

グループにおいて不可欠だと考えております。 

このような背景のもと、当社グループの経営状況を短期間で改善し企業価値向上を行

い、株主様の利益を高める方法を検討いたしました。 

（2）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、新たな新株予約権の引受先となりうる内外の金融機

関や、当社の事業概要、戦略を理解していただける第三者割当増資の引受先となりうる

事業会社等、多様な資金調達手段を検討した中で、当社財務アドバイザリーの紹介を受

けた、NDC インベストメントより、新株予約権の引受提案を受けました。NDC インベスト

メントは、当社の経営環境、事業内容を理解していただいたうえで、既存株主様の不利

益を最小限に抑えたいという当社の意向を受けて、発行株式数固定型の新株予約権の発

行という方法で、両ファンドに割り当てることについて提案し、これを基に、当社は、

NDC インベストメントと協議を重ねました。 

かかる協議において、当社は、株主様の利益を確保するべく、①希薄化による影響

を確定的にするために発行株式数を固定化すること、②急激な行使により株価の乱高下

を防止するために当社取締役会の決定により行使制限を行うことができるようにするこ

と、③資本政策に変更が生じた際には、当社の判断により本新株予約権の全部又は一部

を取得できるようにすることを重視するとともに、当社の経営方針への悪影響を防止す

るべく、④当社の経営に介入する意思が無いことを重視し、それらの当社が重視した点

を全て満足させることができた本新株予約権の発行が、当社にとり現時点における最良

の選択肢であると判断いたしました。 

    （3）本新株予約権の特徴 

      本新株予約権の特徴は、次のとおりです。 

 ① 本新株予約権は、第２回新株予約権と第３回新株予約権の２つの回号の新株予約

権から構成されており、それぞれ割当先、新株予約権の割当数及び割当株式数を

除き、全て同一の発行条件となっております。各本新株予約権がすべて行使され

た場合の発行株式数は、第２回新株予約権が 700,000 株で、第３回新株予約権が

2,300,000 株となっております。 

 ② 本新株予約権は、あらかじめ発行株式数が、第２回新株予約権と第３回新株予約

権の合計で 3,000,000 株に固定されております（各本新株予約権の合計数が 40

個で、各本新株予約権の行使による割当株式数が各本新株予約権 1 個につき

100,000 株となっております）。従って、行使価額が修正により低下したとしても、

それに伴い発行株式数が増加することはないため、既存株式の希薄化は制限され

ます。 

  ③ 行使価額は、当初、発行決議日前日の株価終値よりも高く設定されております（当

初行使価額は、発行決議日前日の株価終値を 10％上回る額といたしました。）。 

 ④ 両ファンドと締結する総額買受契約により、当社は、本新株予約権の行使に関し

て、当社取締役会の決定により、株価動向、資金需要、行使価額、市場環境、希

薄化の状況、他の資金調達方法等を勘案して、当社が本新株予約権の行使を希望

しない場合には、当社の指定する期間、本新株予約権の行使を禁止することがで

きます。なお、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ます。

ただし、約２年間の行使請求期間のうち最後の１ヶ月間については、停止指定を

行うことはできません。 

    ⑤ 行使価額の修正は、毎週金曜日を決定日として、決定日の株価終値の 90％に修正

されます。 

 ⑥ 行使価額の修正に関しては、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。これにより、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、希薄化の進行の度合いに一定の歯止めをかける目的

として、行使価額の下限を、発行決議日の株価終値の 50％としました。 

    ⑦ 当社は、いつでも、２週間前の事前通知により、本新株予約権の全部又は一部を

発行価額相当額で取得することができるほか、両ファンドと締結する総額買受契

約により、別途買取契約を締結のうえ、当該契約の定めるところに従い、本新株

予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得することができます。 

    ⑧ 両ファンドと締結する総額買受契約により、両ファンドは、当社の株価終値が発

行決議日の株価終値の 50％を下回っている場合、当社に本新株予約権をその払込

金額相当額で取得するよう請求することができます。 

  
２．調達する資金の額及び使途 

（1） 調達する資金の額 

    約 134,000 千円（差引手取概算額） 

    （第２回新株予約権及び第３回新株予約権の行使による調達額 約 144,000 千円） 

※上記金額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出

資される財産価額の合計額（第２回新株予約権及び第３回新株予約権）を合算した

金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、

行使価額が修正または調整された場合には調達資金の額は増加又は減少します。ま

た、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予

約権を消却した場合には、上記金額は減少します。 

 

（2） 調達する資金と具体的な使途 

上記の差引手取概算額 134,000 千円につきましては、JO 建設の債務保証に関す

る返済として 110,000 千円、残額 24,000 千円については、運転資金としての使途

を予定しております。 

 

（3） 調達する資金の支出予定時期 

資金の支出予定時期については、新株予約権の行使に伴う調達の都度、順次使用

していく予定としております。 

 

（4） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 今回の第三者割当による本新株予約権の発行よって調達する資金を、JO 建設の

債務保証に対する返済へ充当し、一部を運転資金の確保とすることで財務上の課題

の具体的解決を図ることが最優先であると判断いたしました。これにより当社の金

融機関からの関係改善を図るとともに、財務体質の強化を図り、事業継続、企業価

値の向上に繋がると考えられることから、既存株主の持分価値の向上に資するもの

と判断しております。 

 

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（連結）                （単位：百万円） 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

売 上 高 30,302  33,169 34,583 

営 業 利 益 1,441 1,536 △939 

経 常 利 益 1,211 1,459 △1,762 

当 期 純 利 益 △98 416 △1,843 



1 株当たり当期純利益（円） △16.71 61 △274.47 

1 株当たり配当金（円） 15 19 0 

1 株当たり純資産（円） 1,334.72 1,274.77 948.15 

 

（2）現時点における発行株式数及び潜在株式数の状況（平成 20 年 8 月 19 日現在） 

 株式数 発行株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 6,969,995株  100% 

現 時 点 の 潜 在 株 式 数 － － 

 

 

（3）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第２回新株予約権 

発 行 期 日 平成20年９月４日 

調 達 資 金 の 額 33,600,000円（差引手取概算額30,000,000円） 

募集時点における発行済株式数 6,969,995株 

当該募集における潜在株式数 当初の行使価額（48円）における潜在株式数： 

700,000株 

行使価額の下限値（22円）における潜在株式数：

700,000株 

割 当 先 NDC Risk Hedge Fund(エヌ・ディー・シー・リスク・

ヘッジ・ファンド） 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本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額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引い

た金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減

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取

得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 

・第３回新株予約権 

発 行 期 日 平成20年９月４日 

調 達 資 金 の 額 110,400,000円（差引手取概算額104,000,000円） 

募集時点における発行済株式数 6,969,995株 

当該募集における潜在株式数 当初の行使価額（48円）における潜在株式数： 

2,300,000株 

行使価額の下限値（23円）における潜在株式数：

2,300,000株                                    

割 当 先 Derivatine Arbitrage Fund L.P.（デリバティブ・

アービトラージ・ファンド・エル・ピー） 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本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額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引い

た金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減

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取

得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。  
 



（4）最近 3 ヵ年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 ・第１回新株予約権 

発 行 期 日 平成17年11月21日 

調 達 資 金 の 額 114,000,000円 

募集時点における発行済株式数 6,969,995株 

募 集 時 に お け る 潜 在 株 式 数 行使価格（2,100円）における潜在株式数 

3,000,000株 

当初の資金使途 運転資金及びＭ＆Ａ・新規投資のための資金 

支出時期 平成17年11月21日払込日以降随時 

現 時 点 に お け る 行 使 状 況 行使済株式数：０株 

（平成19年10月16日に新株予約権有償買取・償却）

割 当 先 ジェイ・ブイ・シー株式会社 

マゼラン投資事業組合 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 発行による資金に関しては、運転資金に充当いたし

ました。新株予約権行使により資金は未行使のため

資金を使用しておりません。 

 

 

（5）最近の株価の状況 

 ①最近３年間の状況（期末） 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

始 値 899円 2,145円 1,780円 

高 値 2,490円 2,200円 1,810円 

安 値 810円 1,510円 1,440円 

終 値 2,230円 1,670円 1,579円 

 

②最近６ヶ月の状況 

 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

始 値 1,575円 1,535円 1,579円 1,484円 1,410円 169円 

高 値 1,600円 1,600円 1,579円 1,489円 1,422円 225円 

安 値 1,455円 1,440円 1,450円 1,400円 122円 99円 

終 値 1,535円 1,579円 1,484円 1,434円 166円 103円 

 

 ③発行決議日前営業日における株価 

 平成20年８月18日現在

始 値 50円 

高 値 51円 

安 値 43円 

終 値 43円 

 



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） 行使後 

ジェイ・ブイ・シー株式会社 37.03% Derivatine Arbitrage Fund 

L.P. 

23.07%

大阪証券金融株式会社 12.44% ジェイ・ブイ・シー株式会社 18.81%

株式会社光通信 4.17% NDC Risk Hedge Fund 7.02% 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口4）

3.54% 大阪証券金融株式会社 6.32% 

アセット・マネジャーズ・ホー

ルディングス株式会社 

2.86% 株式会社光通信 2.12% 

永和証券株式会社 2.77% 日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口4） 

1.80% 

三井住友銀行株式会社 2.52% アセット・マネジャーズ・ホー

ルディングス株式会社 

1.46% 

三菱UFJ信託銀行株式会社（常

任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社 

1.69% 

 

永和証券株式会社 1.41% 

大石 一生 1.43% 三井住友銀行株式会社 1.28% 

近藤 謙二 1.43% 三菱UFJ信託銀行株式会社（常

任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社 

0.86% 

 

５．業績への影響の見通し 

本新株予約権の発行による業績への影響はありませんが、当社の財務体質の強化に大き

く寄与するものと考えております。なお、今後業績予想に修正の必要性が発生した場合は、

確定次第随時お知らせいたします。 

 

６．発行条件等の合理性 

（1）本新株予約権の行使価額の算出方根拠 

本新株予約権に関しましては、両ファンドとの間でそれぞれ締結する総額買受契約

に定められた諸条件を考慮し、その一定の特性に関する検討結果を加味して、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算定した結果、

本新株予約権１個の払込金額を金 48,207 円（１株あたり金 0.48 円）といたしました。

また、当初行使価額につきましては、本新株予約権の発行決議日前日（平成 20 年８

月 18 日）の大阪証券取引所における当社株式の終値を 10%上回る額といたしました。 

     

    （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 

 今回の資金調達の規模は、平成 20 年８月 19 日現在の当社の発行済株式総数に対す

る本新株予約権の当初行使価額による潜在株式数の比率はの 30.09%（第２回新株予

約権及び第３回新株予約権の全部が行使された最大割合）となる見込みですが、JO

建設が民事再生の開始決定を受けたことによる JO 建設の金融機関からの借入に対す

る債務保証の一部返済を行うことで金融機関との関係改善を図り、また同時に財務基

盤の強化に優先的に充当するための本新株予約権の発行による資金調達は、企業価値

向上に必要不可欠なものと判断しており、同資金調達による、金融機関との関係改善、

財務基盤の強化は、中長期的な企業価値の向上が見込まれるものと判断をしておりま



す。また、本新株予約権は発行株式数が固定されており、行使価額の修正により増減

することが無いため、既存株式数の希薄化は制限されること、また、当社の判断によ

り本新株予約権を取得・消却を行うことも可能であることから、当該発行数量及び希

薄化の規模は合理的な水準であると考えております。 



 

   ７．割当先の選定理由 

     （1）割当先の概要 

     ・第三者割当による第２回新株予約権の発行 

割当先の氏名又は名称 NDC Risk Hedge Fund(エヌ・ディー・

シー・リスク・ヘッジ・ファンド）

第２回新株予約権による割当株数 700,000株 

第２回新株予約権による払込金額 337,449円 

設立根拠等 英国領バミューダ諸島にて設立さ

れたユニット・トラスト 

所在地 6 Front Street,Hamilton HM11, 

Bermuda 

代表者氏名 NDC Investment Pte. Ltd. 

割 当

予 定

先 の

概要 

事業の内容 投資業 

当社が保有している割当

予定先の株式数 

０株 出資関係 

割当予定先が保有してい

る当社の株式数 

０株 

人的関係 該当事項なし 

当 社

と の

関係 

取引関係等 

取引関係 該当事項なし 

 

・第三者割当による第３回新株予約権の発行 

割当先の氏名又は名称 Derivatine Arbitrage Fund L.P.

（デリバティブ・アービトラー

ジ・ファンド・エル・ピー） 

第2回新株予約権による割当株数 2,300,000株 

第2回新株予約権による払込金額 1,108,761円 

設立根拠等 英国領バミューダ諸島にて設立さ

れた組合 

所在地 27 Reid Street,1Floor,PO Box HM 

3051 Hamilton HM11, Bermuda 

代表者氏名 NDC Partners Limited 

Director Hiroshi Matsubara 

割 当

予 定

先 の

概要 

事業の内容 投資業 

当社が保有している割当

予定先の株式数 

０株 出資関係 

割当予定先が保有してい

る当社の株式数 

０株 

人的関係 該当事項なし 

当 社

と の

関係 

取引関係等 

取引関係 該当事項なし 

 

 



   （2）割当先を選定した理由 

 本新株予約権の割当先である両ファンドは NDC インベストメントが運用を行っている

ファンドであり、NDC インベストメントに関しては、本拠地はシンガポールにありますが、

日本人が経営するファンド運用会社で、日本の金融機関も出資を行う 10 年以上の運用実

績を持つ会社でであります。また、当社及び当社関連会社の経営環境・事業方針に理解を

示していただき、資金調達目的も理解を示していただいている割当先であること、割当先

のファンドの保有目的は純投資であり、当社の経営に介入する意思がないこと確認してお

り、かつ割当先は本新株予約権の引受の他にも、今後の当社の資金需要に対して、柔軟に

対応していただける相手先であります。上記のことを総合的に判断し割当先の決定に至り

ました。 

 

   （3）割当先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権の発行要項において、本新株予約権の譲渡の際には事前に当社取締役会の

承認が必要である旨定めております。従って、割当先である NDC Risk Hedge Fund（エヌ・

ディー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）及び Derivatine Arbitrage Fund L.P.（デ

リバティブ・アービトラージ・ファンド・エル・ピー）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を譲渡することができません。上記両ファンドは、

いずれも純投資を目的とした投資事業組合であり、本新株予約権の行使により交付を受け

ることとなる当社普通株式を適時適切に売却する方針であるとのことです。 

ただし、割当先である上記両ファンドは、当社と締結する予定の総額買受契約により、

大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第 5 条、企業行動規範に関する規則の

取扱い第 1 項第（1）号乃至第（6）号までの定めに基づき本新株予約権の行使を制限する

措置を講じることに合意することに内諾しております。 

 

   （4）株券賃借に関する契約 

当社及び当社の大株主と上記の割当先との間において、株券貸借についての契約はあ

りません。 

 

 

以上 

 



（別添） 

ジェイオーグループホールディングス株式会社 

第２回新株予約権の発行要項 

 １．名称   

ジェイオーグループホールディングス株式会社第２回新株予約権（第三者割当）（以

下「本新株予約権」という。） 

 ２．申込期間 

   平成 20 年９月４日 

 ３．割当日 

   平成 20 年９月４日 

 ４．払込期日 

   平成 20 年９月４日 

 ５．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を NDC Risk Hedge Fund(エヌ・ディ

ー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）に割当てる。 

 ６．本新株予約権の目的である株式の種類および数 

本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社普通株式 700,000 株とする

（本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100,000

株とする。）。 

ただし、第８項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で

ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

    ７．本新株予約権の総数 

      ７個 

    ８．本新株予約権の目的である株式の数の調整 

（１） 当社が第 13 項の規定に従って行使価額（第 10 項に定義する。）の調整を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
    調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 
                 調 整 後 行 使 価 額 

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、第 13 項に定める調整

前行使価額および調整後行使価額とする。 

（２）前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 13 項第（２）号および第

（４）号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する

日と同日とする。 

（４）割当株式数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、調整前割当株式数、調整後割当株式数およびその適用の日その他必要

な事項を本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知

する。ただし、第 13 項第（２）号②ただし書に示される株式分割の場合その他適

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。    

    ９．新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり 48,207 円 

（本新株予約権の払込総額 337,449 円） 

    １０．本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は金銭とし、その価額は、本項

第（２）号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額（以



下「行使価額」という。）は、当初 48 円とする。ただし、第 12 項または第 13 項

に従い、修正または調整される。 

１１．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の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 40 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額と

する。 

１２．行使価額の修正 

（１）平成 20 年９月５日以降、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、

決定日（ただし、決定日に終値（気配値を含む。以下同じ。）のない場合または決

定日が取引日でない場合には、決定日の直前の終値のある取引日とする。以下同

じ。）の株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」という。）における当

社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上

げた金額（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。 

（２）前号に定める修正後行使価額の算出において、(ⅰ)決定日に第 13 項で定める行使

価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該決定日の大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとし、

(ⅱ)かかる算出の結果得られた金額が 22 円（以下「下限行使価額」という。ただ

し、第 13 項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価

額は下限行使価額とする。 

１３．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普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生じ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株当たりの払込金額 

                 既発行普通株式数 ＋ ───────────────────── 

                                    時    価 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ───────────────────────────── 

                              既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

「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初めて適用する日

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、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た数とする。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関して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。）その他の証券もしくは権利の転



換、交換もしく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。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無

償割当ての場合を含む。） 

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。）その他の証券または権利（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 株当たりの対価（本⑤

において「取得価額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等

の下方への変更（本項第（２）号乃至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基

づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。）が行われ、当該

下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得価額等

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 

(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取得価額

等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正

日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転

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、取得価額等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

調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残

存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、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、当該下方修正等が行われ

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、取得価額等修正日の翌日以降こ

れを適用する。 

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。 

 
 

       (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初めて適用する日（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。 

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用する日の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、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たものとする（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」とみなされる

こととなる当社普通株式数を含む。）。 

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が

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、

当該証券または権利に類似する証券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

ときには、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もしくは一部の承継、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。 

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（２）号にかかわらず、本項第（２）号に基づく調整後の行使価額を初め

て適用する日が第 12 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項第

（２）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合にお

いても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

１４．行使価額の修正または調整の通知 

本新株予約権のいずれかの行使にあたって、第 12 項または第 13 項により行使価

額の修正または調整が行われる場合には、当社は、あらかじめ書面により、当該本

新株予約権者に対し、修正または調整後の行使価額を通知する。ただし、第 13 項

第（２）号②ただし書に示される株式分割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。  
１５．本新株予約権を行使することができる期間 

   平成 20 年９月４日から平成 22 年９月３日まで。 

１６．その他の本新株予約権の行使条件 

各新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。 

１７．本新株予約権の取得条項 

（１）当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する日（当該取締役会後２週間以上２

ヶ月を超えない日が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

について、当該取得日の２週間以上前に会社法第 273 条の規定に従って通知をし

たうえで、残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。当

社が本新株予約権の一部を取得する場合には、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き換えに、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、会社法第 273 条の規定に従っ

て通知をしたうえで、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き換えに、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。 

１８．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 



１９．本新株予約権の行使請求および払込の方法 

（１）本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式の行使請求書に必要事項を

記載してこれに記名押印したうえ、これを第 15 項に定める本新株予約権の行使期

間中に第 24 項に定める行使請求受付場所に提出するものとする。当該行使にかか

る本新株予約権につき本新株予約権証券が発行されている場合には、行使請求書

に新株予約権証券を添付しなければならない。  
（２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求書の提出または行使請求の通

知に加えて、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

にて第 25 項に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 
（３）本新株予約権の行使請求に必要な書類を第 24 項に定める行使請求受付場所に提出

し、または、第 24 項に定める行使請求受付場所に対して本新株予約権の行使請求

に必要な事項を通知した者は、その後これを撤回することができない。  
 ２０．新株予約権行使の効力発生時期 

 本新株予約権の行使請求の効力は、(ⅰ)行使請求に必要な書類の全部が第 24 項

に定める行使請求受付場所に到着し、または、第 24 項に定める行使請求受付場所

に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ(ⅱ)当該本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 19 項第（２）号に定める口座に

入金された日に発生する。 

２１．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すみやかに株券を交付する。 

２２．本新株予約権の予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り記名式新株予約権証券を発行する。 
２３．本新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項および割当先との間で締結する第２回新株予約権総額買受契約証書

に定められた諸条件を考慮し、その一定の特性に関する検討結果を加味して、一般

的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算定した

結果、本新株予約権１個の払込金額を金 482,074 円（１株当たり金 0.48 円）とし

た。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載の

とおりとし、行使価額は当初、平成 20 年８月 18 日の大阪証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値を 10％上回る額とした。 

２４．行使請求受付場所 

ジェイオーグループホールディングス株式会社 本社 管理本部 

２５．払込取扱場所 

  株式会社りそな銀行神戸支店 

２６．読み替えその他の措置 

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替え、

過誤の訂正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。 

２７．上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代

表取締役社長に一任する。 

２８．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。 

 

以 上 



ジェイオーグループホールディングス株式会社 

第３回新株予約権の発行要項 

 １．名称   

ジェイオーグループホールディングス株式会社第３回新株予約権（第三者割当）（以

下「本新株予約権」という。） 

 ２．申込期間 

   平成 20 年９月４日 

 ３．割当日 

   平成 20 年９月４日 

 ４．払込期日 

   平成 20 年９月４日 

 ５．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を Derivatine Arbitrage Fund L.P.

（デリバティブ・アービトラージ・ファンド・エル・ピー）に割当てる。 

 ６．本新株予約権の目的である株式の種類および数 

本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社普通株式 2,300,000 株とす

る（本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100,000

株とする。）。 

ただし、第８項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で

ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

    ７．本新株予約権の総数 

      23 個 

    ８．本新株予約権の目的である株式の数の調整 

（１）当社が第 13 項の規定に従って行使価額（第 10 項に定義する。）の調整を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
    調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 
                 調 整 後 行 使 価 額 

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、第 13 項に定める調整

前行使価額および調整後行使価額とする。 

（２）前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 13 項第（２）号および第

（４）号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する

日と同日とする。 

（４）割当株式数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、調整前割当株式数、調整後割当株式数およびその適用の日その他必要

な事項を本新株予約権の新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知

する。ただし、第 13 項第（２）号②ただし書に示される株式分割の場合その他適

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。 

    ９．新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり 48,207 円 

（本新株予約権の払込総額 1,108,761 円） 

    １０．本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は金銭とし、その価額は、本項

第（２）号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額（以

下「行使価額」という。）は、当初 48 円とする。ただし、第 12 項または第 13 項



に従い、修正または調整される。 

１１．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の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 40 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額と

する。 

１２．行使価額の修正 

（１）平成 20 年９月５日以降、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、

決定日（ただし、決定日に終値（気配値を含む。以下同じ。）のない日または決定

日が取引日でない場合には、当該決定日の直前の終値のある取引日とする。以下

同じ。）の株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」という。）における

当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた金額（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。 

（２）前号に定める修正後行使価額の算出において、(ⅰ)決定日に第 13 項で定める行使

価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該決定日の大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとし、

(ⅱ)かかる算出の結果得られた金額が 22 円（以下「下限行使価額」という。ただ

し、第 13 項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価

額は下限行使価額とする。 

１３．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普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生じ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株当たりの払込金額 

                 既発行普通株式数 ＋ ───────────────────── 

                                    時    価 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ───────────────────────────── 

                              既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

「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初めて適用する日

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、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た数とする。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関して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。）その他の証券もしくは権利の転

換、交換もしく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。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無

償割当ての場合を含む。） 

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。）その他の証券または権利（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 株当たりの対価（本⑤

において「取得価額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等

の下方への変更（本項第（２）号乃至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基

づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。）が行われ、当該

下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得価額等

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 



(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取得価額

等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正

日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転

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、取得価額等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

調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残

存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、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、当該下方修正等が行われ

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、取得価額等修正日の翌日以降こ

れを適用する。 

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。 

 
 

       (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初めて適用する日（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。 

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用する日の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、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たものとする（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」とみなされる



こととなる当社普通株式数を含む。）。 

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が

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、

当該証券または権利に類似する証券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もしくは一部の承継、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。 

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（２）号にかかわらず、本項第（２）号に基づく調整後の行使価額を初め

て適用する日が第 12 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項第

（２）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合にお

いても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

１４．行使価額の修正または調整の通知 

本新株予約権のいずれかの行使にあたって、第 12 項または第 13 項により行使価

額の修正または調整が行われる場合には、当社は、あらかじめ書面により、当該本

新株予約権者に対し、修正または調整後の行使価額を通知する。ただし、第 13 項

第（２）号②ただし書に示される株式分割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。  
１５．本新株予約権を行使することができる期間 

   平成 20 年９月４日から平成 22 年９月３日まで。 

１６．その他の本新株予約権の行使条件 

各新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。 

１７．本新株予約権の取得条項 

（１）当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する日（当該取締役会後２週間以上２

ヶ月を超えない日が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

について、当該取得日の２週間以上前に会社法第 273 条の規定に従って通知をし

たうえで、残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。当

社が本新株予約権の一部を取得する場合には、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き換えに、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、会社法第 273 条の規定に従っ

て通知をしたうえで、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き換えに、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。 

１８．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

１９．本新株予約権の行使請求および払込の方法 



（１）本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式の行使請求書に必要事項を

記載してこれに記名押印したうえ、これを第 15 項に定める本新株予約権の行使期

間中に第 24 項に定める行使請求受付場所に提出するものとする。当該行使にかか

る本新株予約権につき本新株予約権証券が発行されている場合には、行使請求書

に新株予約権証券を添付しなければならない。  
（２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求書の提出または行使請求の通

知に加えて、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

にて第 25 項に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 
（３） 本新株予約権の行使請求に必要な書類を第 24 項に定める行使請求受付場所に提

出し、または、第 24 項に定める行使請求受付場所に対して本新株予約権の行使請

求に必要な事項を通知した者は、その後これを撤回することができない。  
 ２０．新株予約権行使の効力発生時期 

 本新株予約権の行使請求の効力は、(ⅰ)行使請求に必要な書類の全部が第 24 項

に定める行使請求受付場所に到着し、または、第 24 項に定める行使請求受付場所

に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ(ⅱ)当該本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 19 項第（２）号に定める口座に

入金された日に発生する。 

２１．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すみやかに株券を交付する。 

２２．本新株予約権の予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り記名式新株予約権証券を発行する。 
２３．本新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項および割当先との間で締結する第３回新株予約権総額買受契約証書

に定められた諸条件を考慮し、その一定の特性に関する検討結果を加味して、一般

的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算定した

結果、本新株予約権１個の払込金額を金 48,207 円（１株当たり金 0.48 円）とした。

さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとお

りとし、行使価額は当初、平成 20 年８月 18 日の大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値を 10％上回る額とした。 

２４．行使請求受付場所 

ジェイオーグループホールディングス株式会社 本社 管理本部 

２５．払込取扱場所 

  株式会社りそな銀行神戸支店 

２６．読み替えその他の措置 

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替え、

過誤の訂正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。 

２７．上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代

表取締役社長に一任する。 

２８．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。 

 

以 上 
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