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平成20年11月25日 
各 位 

  会 社 名 インスパイアー株式会社 
              代表者氏名  代表取締役社長 西村 幸浩 

（コード番号：２７２４ 大証ヘラクレスＧ） 
問合せ先   取締役管理本部長 菊池 貴之 
電話番号   03-5418-4811 

 
第三者割当による第 15回乃至第 19回新株予約権発行に関するお知らせ 

 
当社は、平成20年11月25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19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、創業以来「安心と安全」をコンセプトに総合 IT セキュリティサービスを提供してまい
りました。当社の属する IT セキュリティ業界におきましては大手企業や官公庁における情報セキ
ュリティへの投資が堅調に行われており、また、情報漏洩・不正アクセスの増加等により中堅企業
におきましても情報セキュリティへの関心は依然として高く、需要は増加傾向にあります。 
しかしその一方で、商品及びサービスに対する企業間の競争は激化しており、人件費の廉価な海

外へのアウトソーシングや、ネットワーク関連技術者の慢性的な人材不足等の要因もあり、売上や
利益の確保が厳しい状況となっております。 
このような市場環境において当社は、総合 IT セキュリティサービスベンダーとしての地位をよ

り高めるとともに、新たなる企業価値の創出を図ります。従来、当社が手掛けてきた、セキュリテ
ィ製品販売事業及び保守サービス事業に加えて、新規事業としてのセキュリティサービス事業の立
上げなどにも積極的に取り組んでおります。 

当社は、平成 20年４月 25日付第三者割当による第５回乃至第 14回新株予約権を発行いたしま
したが、当初資金調達予定総額15億円のうち、平成20年11月24日現在の行使価額総額が９億８
千万円であり当初予定額を調達できておりません。また、当該新株予約権発行以降の世界的な株価
下落等の影響もあり、当社株価が低位に推移していることから、行使価額（1 株につき75,800円）
と当社株価に大きく乖離が生じております。その結果、当初に予定していた新株予約権行使による
資金調達が進展せず上記目的の達成が困難な状況となっております。 

    本日お知らせしております「新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」にて記載のとおり、

当該新株予約権の割当先と協議の結果、第５回乃至第 14 回新株予約権を発行要項の規定に従い、

当社が取得し消却することといたしました。 
今後の機動的な資金調達を図り、上記目的達成のための新規投融資及び新規事業への投資資金等 

の需要発生に備え、その機動性を確保するべく、第三者割当による新株予約権の発行を決定致しま 
した。後述いたしますが、今回の資金調達による資金使途は、平成20年４月25日付第三者割当に 
よる第５回乃至第14回新株予約権発行の際に資金使途として予定していたものであり、同新株予 
約権により当初予定していた資金調達ができなかったことにより、資金充当ができなかった分です。 
本新株予約権は、将来の事業拡大及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  

本新株予約権には、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7,000万円、全５回号の出資金額の合計は３億5,000万円）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３日間の株価の平均値の 90％に修正され、以降６ケ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、
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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（5,250円）を 
設定致しました。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 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、個別行使に先立ちその出資金総額（注）を当社に支払うため、当社は迅速な資
金調達が可能となります。 
行使する個数の新株予約権の出資金総額の払込みを行い、当該出資金総額は、割当予定先がそ

の後、新株予約権の個別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。 
   

（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。 

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。 
⑧ 本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付 
されており、割当予定先から第三者へは取締役会の承認決議なしに譲渡されません。 
 

 （３）第三者割当による新株予約権発行による資金調達を選択することとした理由 
   今回の増資を第三者割当による新株予約権発行による資金調達とした理由は以下のとおりです。 

① 新株予約権という性質上、行使される時期は確定できませんが、第三者割当先であるトレーダー
ズパートナー有限責任事業組合とは、当社の運転資金や新規事業の進捗にあわせて、行使を行うこ
とで基本的に合意しております。これにより、安定した商品供給体制の構築、財務体質の改善が可
能となり、その結果、経常的な利益体質への改善が見込まれます。 
② 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致しました。まず、当社の現況において
間接金融手段による資金調達は更なる自己資本比率の低下を招き、支払利率等も高い理由から事実
上調達困難な状況であり、直接金融手段に依拠せざるを得ない状況でございます。第三者割当増資
等も検討いたしましたが、投資家様のご同意を得るのは難しい状況であります。また、既存株主様
への希薄化を避けるために、当社では金融機関への融資交渉を進めておりました。しかし、現在の
経済状況および当社の現状の業績を鑑みますと、やはり間接金融による資金調達は極めて厳しい状
況でございます。 
そのような中、当社の将来事業ビジョンにご賛同頂き、評価を頂いた事業組合より、新株予約権

発行による引受提案を頂いた次第でございます。既存株主様の不利益を 大限抑えたいという当社
の意向のもと、将来の事業構築によって当社の企業価値が増大することにより行使が促進される性
質である新株予約権という方法を割当予定先からご提案頂き、実施に至りました。新株予約権とい
う手法による潜在株の存在により既存株式の希薄化はございますが、経営計画に沿う形での行使時
期及び金額の調整が可能であり、柔軟な資金調達が可能となります。このような理由から、新株予
約権の発行による資金調達を選択させて頂きました。 

③  本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付
されており、割当予定先から第三者へは取締役会の承認決議なしに譲渡されません。 

当社と致しましては、既存株主様に対しまして、株式数増加による希薄化による影響を上回る、
企業価値向上による収益を計上できますよう 善の努力をさせて頂く所存でございます。 

 
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）  

310,000,000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19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19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、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（5,250 円）を

設定しておりますが、この行使価額下限値で全ての新株予約権が行使された場合の手取概算額は 
165,000,000円となり、株式は定款で定められた授権枠の範囲内において発行致します。 



 - 3 - 

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、上記差引手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係る手取概算額 3.1億円の使途につきましては、①新規事業立ち上げ準

備資金（市場調査費用、人材確保費用等含む）0.4 億円、②新規事業分野における備品・ソフトウ
ェア等の設備投資資金1.4億円、③新規事業分野における経費支払い・支払手数料等の運転資金0.2
億円、④既存事業であるITセキュリティ事業における商品仕入代金等の運転資金として1.1億円の
使途を予定しております。 

平成20年４月25日付第三者割当による第５回乃至第14回新株予約権発行の際に、貸付金として支

出した代金の一部が回収困難となり、第２四半期決算時において多額の貸倒損失を計上する結果と

なりました。このような反省を踏まえ、当社の今後の新規投資判断といたしましては、十分な検討

を重ねた上で、当社の既存事業であるＩＴセキュリティ事業とシナジー効果が見込まれ、短期間で

収益に結びつく事業に対し、優先的に投資を行う考えであります。 
なお、発行方法が新株予約権であるため、割当予定先の環境変化等により、全ての予約権行使が

確実に行われるという保証はございません。また、当新株予約権の商品性上、新株予約権行使額が

修正されることにより、資金調達額が変動する可能性があります。当社といたしましては、今回の

新株予約権の発行による資金調達額が減少することなく、資金調達されることが必至であると考え

ておりますが、資金調達額の減額となった場合には、上記、③既存事業であるITセキュリティ事業

における商品仕入代金等の運転資金および①新規事業立ち上げ準備資金への資金充当を優先する予

定でございます。 
また、上記資金使途に関しましては、当社での資金充当を予定しておりますが、事業の進展状況

により、投融資となる可能性があります。 
 

＜ご参考＞ 
平成20年４月25日付第三者割当による第５回乃至第14回新株予約権発行の際には、手取概算額14 

億円の使途として①新規投融資資金・子会社事業強化資金等の周辺事業強化資金として７億円、②IT 
セキュリティサービス事業強化のための人材採用・育成費用1.5 億円、③主に当社IT セキュリティ

サービス事業の基盤強化目的の運転資金5.5 億円を予定しておりました。 
そのうち、行使価額総額９億８千万円の充当状況といたしましては①新規投融資資金・子会社事業

強化資金等の周辺事業強化資金として３億９千万円、②IT セキュリティサービス事業強化のための

人材採用・育成費用として０円、③主に当社IT セキュリティサービス事業の基盤強化目的の運転資

金５億９千万円であります。 
今回の資金調達による資金使途目的は、上記第三者割当による第５回乃至第14回新株予約権発行の 

際に資金使途として予定していたものであり、当初予定していた資金調達ができなかったことにより、 
資金充当ができなかった分に主に充当いたします。 

 
（３）調達する資金の支出予定時期  
    上記（２）で述べた各資金使途の支出予定時期につきましては、事業の計画等が具体化し、その

支払いが実際に発生した時点となりますが、当該時期は現時点ではまだ確定しておりません。した
がって、資金需要が具体化した時点で具体的な内容を追加開示いたします。 

 
（４）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新規事業の立ち上げを行うことは、当社の
業務範囲の拡大及び収益性の向上に寄与するものと考えております。また、当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利益などの持株価値の向上に資する
と考えております。 
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３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１） 近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 

事 業 年 度 の 末 日 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 
売 上 高 1,890 2,422 2,124 
営 業 利 益 △161 △62 △92 
経 常 利 益 △153 △55 △73 
当 期 純 利 益 △161 △194 △296 
１株当たり当期純利益（円） △20,051 △24,083 △36,718 
１株当たり配当金（円） 1,000 1,000 ― 
１株当たり純資産（円） 117,699 97,540 58,851 
 

（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 21,007株 100％ 
現 時 点 の 行 使 価 額 
における潜在株式数  ※ 162株 0.8％ 

※現時点の行使価額における潜在株式数については、平成20年11月24日現在で計算しております。 
※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 

     （小数点第２位以下四捨五入） 
種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 総 数 21,007株 100％ 
当初の行使価額（10,500 円）にお
け る 潜 在 株 式 数 の 総 数 

33,495株 159.4％ 

下限値の行使価額（5,250 円）にお
け る 潜 在 株 式 数 の 総 数 

66,828株 318.1％ 

※ 本新株予約権には行使価額の上限値が定められておりませんので、記載を省略しております。 
※ 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、株式は定款で定められた授権枠の範囲内において発行致します。 

 
（４） 近の株価の状況 
 ① 近３年間の状況 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 
始  値 222,000 円 177,000 円 70,000円 
高  値 353,000 円  190,000 円  199,000 円 
安  値 163,000 円  55,000 円 9,900 円 
終  値 168,000 円 69,500 円 (*)11,200 円 

② 近６か月間の状況 
 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 
始  値 150,000円 130,000円 125,800円 135,000円 99,900円 13,300円 
高  値 150,000円 142,000円 140,000円 135,000円 122,000円 17,500円 
安  値 128,000円 122,000円 106,000円 100,100円 15,300円 9,900円 
終  値 138,000円 133,700円 125,000円 119,900円 15,300円 (*)11,200円 

(*)平成20年11月21日現在の終値でございます。 
③ 発行決議日における株価 
 平成20年 11月25日現在 
始  値 11,100円 
高  値 11,450円 
安  値 10,710円 
終  値 11,400円 
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（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19回新株予約権の発行 

発行期日 平成20年12月12日 
調達資金の額（注） 310,000,000円（差引手取概算額） 
募集時点における 
発行済株式数  21,007株 

当該募集における 
潜在株式数 33,333株 

割当先 トレーダーズパートナー有限責任事業組合 
（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19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19回新株予約権合計）とを合算して 
おります。今回の新株予約権の発行により株式発行が必要となりますが、株式は定款で定められた 
授権枠の範囲内において発行致します。 

（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19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 
  ① 第三者割当による新株予約権発行  

発行期日  平成20年４月25日  
調達資金の額  1,515,921,150円（当初権利行使価額を含む）  
募集時点における発行済株式数  8,087株  

募集時における潜在株式数  167株  

現時点における行使状況  行使済株式数：12,920株（98個） 

当初の資金使途  新規投融資資金、子会社事業強化資金等の周辺事業強化資金、 
ＩＴセキュリティサービス事業強化のための人材採用、育成費用、

ＩＴセキュリティサービス事業の基盤強化目的の運転資金 
割当先  TSUZUKI新生ファンド株式会社  150個  
支出予定時期  平成20年５月以降 

 
４．募集前後の大株主及び持株比率 

募集前（平成20年 9月30日現在） 募集後 

TSUZUKI新生ファンド株式会社 46.01％ トレーダーズパートナー有限責任事
業組合 61.34％ 

大阪証券金融株式会社 14.24％ TSUZUKI新生ファンド株式会社 18.15％ 

株式会社ミュージックスコーポレー
ション 9.42％ 大阪証券金融株式会社 5.51％ 

株式会社フォーバル 5.66％ 野村 淳次 4.77％ 

廣田証券株式会社 2.86％ 株式会社ミュージックスコーポレー
ション 3.64％ 

有限会社ファイアーバード 1.88％ 株式会社フォーバル 2.19％ 

株式会社ＳＢＩ証券 自己融資口 1.63％ 廣田証券株式会社 1.10％ 

由井 浩規 0.70％ 有限会社ファイアーバード 0.73％ 

大和証券株式会社 0.60％ 株式会社ＳＢＩ証券 自己融資口 0.63％ 

株式会社フェニックスキャピタル 0.52％ 由井 浩規 0.27％ 

（注）上記は、平成20年９月30日現在の株主名簿及び平成20年11月25日現在の大量保有報告書を基準と

し、今回の新株予約権行使による新株式発行完了後の数字であり、ストックオプションの行使によ

る増加株式数を含んでおりません。 
なお、割当予定先であるトレーダーズパートナー有限責任事業組合の当社株式の保有方針につい

ては、中長期保有の方針と伺っております。 



 - 6 - 

５．業績への影響の見通し 
今回の資金調達による、平成21年３月期の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、一般的な価格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１個の発行価額を金 13,200 円と算定致しました。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、株式会社大阪証券取引所における平成20年11月
19日から平成 20年 11月 21日までの当社普通株式の普通取引における終値の平均値の 90%に相当
する金額といたしました。（10円位未満切捨。） 
これら本新株予約権の諸条件（行使価額修正時点における時価株価からのディスカウント率、払

込金額、行使可能期間等）は、同規模の公募増資を行う場合に想定される発行スプレッド（条件決
定日の時価株価と発行価額の差）や行使価額修正の決定後に出資金総額を払い込むことに伴い新株
予約権者が負担することになるクレジット・コスト等を勘案した結果、合理的であると判断致しま
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 
今回の第三者割当による新株予約権の発行規模は、上記 10,500 円の当初行使価額で必要増資額
3.5億円を調達する場合、33,333株の株式発行が必要となり、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、一時的に株式の希薄化が生じます。 
上記、２．（２）調達する資金の具体的な使途にも記載いたしましたとおり、今回の新株予約権

発行に係る手取概算額のうち２億円につきましては、新規事業展開のための支出を予定しておりま
す。具体的内容につきましては、事業が具体化しだいお知らせいたしますが、当社本業であるIT
事業と関連のある事業への新規展開をする予定であります。 
当社と致しましては、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及び新規事業

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、このたびの発行規模を合理的なものであ
ると判断し、決定致しました。株主様及び投資家の皆様方におかれましては、何卒ご理解・ご支援
賜りますよう、お願い申し上げます。 
 

７．割当先の選定理由等 
（１）割当先の概要（平成20年10月31日現在）         
① 名         称 トレーダーズパートナー有限責任事業組合 
② 設 立 根 拠 有限責任事業組合契約に関する法律 
③ 本 店 所 在 地 東京都港区芝４-11-５ 

④ 業務執行組合員及び代表
者 の 氏 名 

Ada ZERO株式会社 
代表取締役社長 野村 淳次 

⑤ 出 資 金 の 総 額 250万円 

当社（役員・役員関係者・
大株主を含む。）と割当先
の 間 の 出 資 状 況 

当社、主要株主である野村淳次氏は割当先であるトレーダーズパー
トナー有限責任事業組合の業務執行組合員の代表取締役社長でござ
います。  ⑥ 

当社と業務執行組合員の
関 係 該当事項なし 

（２）割当先を選定した理由 
    平成20年10月30日付でお知らせ致しましたとおり、従前、当社の親会社でありましたＴＳＵＺ

ＵＫＩ新生ファンド株式会社は、当社株式の持株比率の低下により親会社に該当しないことを確認
しております。 
本新株予約権につきましては、平成 20年４月 25日付第三者割当による第５回乃至第 14回新株

予約権において当初予定していた資金調達ができなかった金額について、柔軟かつ機動的な資本強
化を行いたいという当社の考えにご理解を頂いた、トレーダーズパートナー有限責任事業組合を割
当予定先として選定致しました。 
今回、トレーダーズパートナー有限責任事業組合を第三者割当増資先に選定した理由は下記のと

おりです。  
・当社の経営課題に対する理解が共有できていること  
・資金面を含む、当社に対する全面的な協力を約束して頂いたこと  
・トレーダーズパートナー有限責任事業組合の現参加組合員各々が持つ労務や知的財産、各分
野で培ったノウハウ、人脈の提供は当社にとって多大なメリットがあると判断したこと 
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・有限責任事業組合（以下「LLP」という）の特色上、今後も企業のみではなく、様々な分野で
の専門的な知識や能力を持つ、個人の LLP への参加の可能性、その組合がもつ人脈や、ノウ
ハウの当社への提供は現時点のみではなく将来においても当社にメリットがあると判断した
為 

トレーダーズパートナー有限責任事業組合は、その投資先に対する厳格なコンプライアンスを指
導するため、相応の人材として省庁ご出身の顧問がおられ、当社としても同顧問の方を通じ、当社
のコンプライアンス強化の為の指導を仰ぐことができます。 

当社取締役副社長である青木英嗣と当社株主である野村淳次氏は旧知であり、同氏に当社の資金
調達の必要性につきご相談したところご理解を頂き、「トレーダーズパートナー有限責任事業組合」
をご紹介頂きました。（平成20年10月10日付でお知らせ致しましたとおり、野村淳次氏は当社の
主要株主でございます。） 

割当予定先であります「トレーダーズパートナー有限責任事業組合」は、当社が直面している諸
問題に対して迅速に対応できるメンバーにより構成された事業組合であるとご紹介頂き、当社とい
たしましても、同事業組合には当社の既存事業を拡充させ当社の企業価値を 大化させるだけの事
業チャネルや人脈が豊富であると判断し、また、当社の経営理念や将来的な目標に対する理解も得
られ、当社に対する全面的な協力を約束して頂いたことから、今回の割当先として選定しました。  

これらの要素を総合的に勘案した結果、トレーダーズパートナー有限責任事業組合を割当先とす
ることで、同事業組合が所有するノウハウや人脈を有効に活用することによる新たな販路の紹介、
構築、チャネルの拡大が可能となり、結果として、当社の売上の拡大や利益の拡大に寄与すると判
断したため、当社の現状の経営課題を早期解決するためのパートナーとして、トレーダーズパート
ナー有限責任事業組合が も適していると判断いたしました。  

当社といたしましては、同事業組合及び同事業組合の業務執行組合員の実在性を確認しており、
今回の新株予約権の割当先として適当であるという判断をいたしました。 
 当社はこの割当先及び関係者が、反社会的勢力ではないことを確認しております。 
また、当社は同割当予定先の組合員が、反社会的勢力でないことを同事業組合の業務執行組合員

より確認しております。 
注：本割当は、日本証券業協会の会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。 

 
（３）割当先の保有方針 

割当予定先であるトレーダーズパートナー有限責任事業組合は、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
る当社株式については中長期保有の方針と伺っております。 
また、割当先とは、当社の株式を大量に保有することとなるため、保有に関わる管理体制、また、 

金融商品取引法における開示等、日本国内における法令順守体制を整えることを約する合意書を締

結することとします。 
 

（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19回新株予約権の名称     
インスパイアー株式会社第15回乃至第19回新株予約権 

 
Ⅱ．第15回乃至第19回新株予約権に共通する事項  
1． 新株予約権の総数  １回次あたり70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、1,000,000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13,200円（払込総額924,000円）  
4． 新株予約権の割当日  平成20年12月12日 
5． 新株予約権の払込期日  平成20年12月12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10,500円 
8． 行使価額の修正  (1)当社は、平成 20年 12月 13日以降、平成 21年６月 12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を決定（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３連続取引日（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

が取引日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取引

日までの３連続取引日とする。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普通取引の毎日の終値の平

均値の 90％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

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
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おいては、６ヵ月後の 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３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３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普通取引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１位まで算出し、その小数第１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5,250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、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株あたり払込金額 
 

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、
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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

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
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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ヶ月

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。 
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
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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12月12日から平成22年12月12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 12
月12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の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、資本金等増加限度額から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１ヵ月

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 12月 12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12月12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。 
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(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５営業日前までに、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12月12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。 
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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。  
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
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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 
 インスパイアー株式会社 経営管理部 

16. 新株予約権の行使に  
関する払込取扱場所 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 青山支店 

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. 新株予約権証券の発

行 
 新株予約権者の請求のあるときに限り、記名式の新株予約権証券を発行する。 

新株予約権者は、新株予約証券につき、無記名とすることを会社に対して請求

することはできない。 
20. 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。 
21. 募集の方法  第三者割当の方法により、１回次あたり 70個（総計 350個）をトレーダーズ

パートナー有限責任事業組合に割り当てる。 
22. 申込期間  平成20年12月12日 
23. その他  (1)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。 

(2)上記を除き、本件に関するその他の事項についてはは、当社代表取締役社長

に一任する。 
 

【 第三者割当による新株予約権発行の日程（予定）】 
・ 平成20年11月25日  新株予約権発行取締役会決議 
・ 平成20年11月25日  有価証券届出書提出 
・ 平成20年12月11日   有価証券届出書効力発生予定日 
・ 平成20年12月12日  申込期日 
・ 平成20年12月12日  払込期日 
・ 平成20年12月12日  新株予約権行使開始日 
・ 平成22年12月12日  新株予約権行使終了日 

  以上 


