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第三者割当による第10回新株予約権発行に関するお知らせ

 

当社は、平成21年３月３日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による新株予約

権の発行を決議致しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 
1．第三者割当により発行される新株予約権の募集の目的 

当社グループは、当社及び連結子会社１社（㈱セルテ）により構成されており、事業別には

医薬品の研究・開発を行う創薬及び創薬関連事業、バイオ関連製品の販売等を行う創薬ツール

供給事業を行っております。 

創薬及び創薬関連事業においては、「癌治療薬ECI301開発プロジェクト」と抗炎症薬の開発

を目指す「フロント（FROUNT）創薬開発プロジェクト」を中心に新規医薬品の開発を進めてお

ります。癌治療薬ECI301開発プロジェクトでは、現在、米国国立研究機関において非小細胞肺

癌を対象とした臨床試験を実施すべく、IND（米国における新薬臨床試験開始届）申請準備を進

めております。フロント（FROUNT）創薬開発プロジェクトでは、アステラス製薬株式会社と共

同研究契約を締結し、臓器移植時の拒絶反応や関節リウマチ等の様々な難治性炎症性疾患に対

する画期的な新薬の開発を目指しております。 

創薬ツール供給事業においては、GEヘルスケアバイオサイエンス社の代理店ネットワークを

活用した細胞測定装置の販売と新製品の共同企画・開発を進めています。 

しかしながら、当社グループは、平成21年５月期第２四半期連結決会計期間において、

1,404,189千円の四半期純損失ならびに営業活動におけるキャッシュフローのマイナスを計上

しております。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の費用が必要です。研究開発費は事業

上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じます。そのためベンチャー

（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動におけるキャッシ

ュフローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社においても、癌治療薬ECI301の前

臨床試験等の研究開発費を先行投資しております。また、研究協力金及び細胞動態解析装置の

販売による収入では、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。 

以上を鑑み、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が生じています。当該状
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況に対応すべく、当社は事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおります。 

なお、事業資金の調達につきましては、間接金融による資金調達が厳しい状況にあり、新株

発行増資の実現に取り組んでおり、平成20年９月５日開催の当社取締役会において、第三者割

当の方法による第９回新株予約権の発行を決議し、投資会社であるセノーテキャピタル株式会

社にその全てを割当て、平成20年９月22日に新株予約権の発行金額1,362千円の払込が完了致し

ました。 

その後、セノーテキャピタル株式会社及び、セノーテキャピタル株式会社より当該新株予約

権の一部を譲渡された、金澤氏（韓国在住・当社株主）、泉辰男氏（当社株主）、有限会社オ

オエイ商事（投資運用業・東京都杉並区・代表取締役 大北春男）及びその他５名により新株

予約権の一部は行使されましたが（行使総額計277百万円、手取金260百万円）、現時点でその

全額の行使が完了しておりません（未行使総額441百万円）。 

今般、当該第９回新株予約権の行使による資金調達の実現に不確実性が高い状況で、資金調

達の実現をより確実なものとするべく第10回新株予約権の発行を実施することとなりました。

その大きな理由として、新株予約権の主な譲渡先である金澤氏が、世界的な金融市場の混乱や

為替相場の変動により、権利行使が出来ない状況にあり、為替相場が安定して権利行使ができ

るまでに時間がかかることから、当初の資金計画に相違が生じたためです。割当先の選定です

が、Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社は事業提携先であり、さらに関係強化のため、資本提携を

早期に実現させました。また、第９回新株予約権割当先のセノーテキャピタル株式会社の割当

は、未行使部分は早期に行使される予定のため、他の投資先と同様、財務基盤を早期に充実さ

せるため、資本払込時期に自由度のある新株予約権の発行を決定した次第です。なお、今回の

新株予約権の割当先からは、既に反社会的勢力と無関係であるとの確証を得ております。 

もっとも、新株予約権による資金調達である以上、当社の株価推移、割当先の環境変化等に

より、すべての新株予約権行使により資金調達が確実に行われるという保証はございませんが、

当社と割当先との間において、新株予約権の行使条件が一定程度満たされた場合には行使を行

う旨の合意を取り交わす予定です。当該リスクの軽減に努めているほか、当該新株予約権発行

が、当社グループの収益力の強化及び財務体質の改善に繋がることで企業価値向上に寄与し、

多くの株主様のご期待にこたえるものであると考えております。 

一方、今後も、米国での臨床試験実施に向けてFDA（米国食品医薬品局）へのIND（米国にお

ける新薬臨床試験開始届）申請等の研究開発資金が必要となります。そのため、本新株予約権

に加え、新たな資金調達を引き続き検討してまいります。 
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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） 

    新株予約権の発行時  ：2,640,000円 

     新株予約権の全部行使時：596,640,000円 

（注）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、調達額に関しましては、権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し

た本新株予約権を償却した場合には、調達額が減少することがあります。 

    

（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概算597百万円につきましては、研究開発費として200百

万円、細胞分析装置の開発・製造費として200百万円、運転資金として197百万円の使途を見込

んでおります。 

具体的な内容につきましては以下の通りであります。 

   ①研究開発費（癌治療薬ECI301の臨床試験開始準備費用）         200百万円 

②細胞解析装置TAXIScan-FLの開発・製造費用           200百万円 

③人件費、賃借料、業務委託費等の運転資金           197百万円 

 

なお、新株予約権の行使による資金の払込は、新株予約権を受けた者の判断によるため、現

時点ではその金額及び時期を資金計画に折り込むことは困難であります。したがって、手取金

は、上記目的に充当する予定でありますが、具体的金額については、行使による払込のなされ

た時点の状況に応じて決定致します。また、当該新株予約権が直ちに行使されなかったとして

も、すぐに資金繰り等に支障を及ぼすことはありません。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

平成21年３月～平成22年３月頃を予定 

    

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上記「１．募集の目的」に記載のとおり、事業別には医薬品の研究・開発を行う創薬及び創

薬関連事業、バイオ関連製品の販売等を行う創薬ツール供給事業を強力にかつ円滑に推進する

ために必要と考えております。 
当社グループの財務体質を改善、強化、及び企業価値を増大させるためには、当社グループ

の既存事業の強化に加え、新たな収益モデルを構築していくなど、当社グループ全体の収益構

造の抜本的見直しが必要不可欠な状況にあります。当該新株予約権発行によって、当社グルー

プの躍進を可能とし、信用力補完、業容の発展に繋がると考えています。 
従いまして、当該資金使途には合理性があると判断しております。 
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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） 

決     算    期 平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期

売     上    高 699 164 252

営   業   利  益 △390 △1,316 △1,127

経   常   利  益 △369 △1,286 △1,182

当  期  純  利  益 △929 △1,455 △1,378

１株当たり当期純利益（円） △8,246.06 △12,395.97 △11,131.61

１ 株当たり配当金（ 円） - - -

１ 株当たり純資産（ 円） 34,640.90 21,885.54 10,956.38

   

（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

発行済株式総数 168,340株 100.0％

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数の総数 
33,000株 19.6％

   （注）現時点の行使価額における潜在株式数については、平成21年２月20日現在で計算してお

ります。 

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 

始 値 180,000円 63,100円 20,900円

高 値 183,000円 75,000円 41,100円

安 値 63,000円 20,020円 6,240円

終 値 64,100円 20,900円 30,100円

 

② 近６か月間の状況 

平成20年9月 10月 11月 12月平成21年1月 ２月

始 値 19,100円 24,200円 18,000円 19,000円 19,010円 19,480円

高 値 27,000円 27,100円 19,500円 23,300円 20,290円 38,750円

安 値 18,200円 16,400円 15,310円 18,000円 18,100円 19,000円

終 値 23,000円 17,700円 18,300円 20,300円 19,500円 29,500円

 

③ 発行決議日の前営業日における株価 

 平成 21 年３月２日現在

始 値 29,200 円

高 値 32,500 円

安 値 29,200 円

終 値 32,500 円

 

 4



 

（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 
・第三者割当による新株予約権の発行 

発行期日 平成 21 年３月 23 日 

調達資金の額 
2,640,000 円（発行時調達総額） 

602,640,000 円（新株予約権の行使後調達総額） 

募集時における 

発行済株式数 
168,340 株 

割 当 先 

・Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社（マレーシア） 

・セノーテキャピタル株式会社 

・その他３名 

募集後における 第 10 回新株予約権（行使価額 25,000 円）における潜在株式数 

潜在株式数 24,000 株 

 

（５） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
   ①第三者割当による第 8 回新株予約権発行 

発行期日 平成 19 年 12 月 13 日 

調達資金の額 10,010,000 円（発行時調達総額） 

500,500,000 円（新株予約権の行使後調達総額） 

募集時における発行済株式数 118,040 株 

当初割当先 JG キャピタルマネジメント株式会社 

募集時における潜在株式数 当初行使価額（13,000 円）における潜在株式数：38,500 株 

現時点における行使状況 権利行使済株式数：38,500 株 

※ 当初割当先であるJGキャピタルマネジメント株式会社よ

り、共生ビジネス・パートナーズ株式会社、中国ベンチ

ャー投資株式会社及び南開工業株式会社に新株予約権の

譲渡がなされ、当該譲渡先において平成 20 年４月 11 日

までにすべての行使が終了しました。それに伴い、共生

ビジネス・パートナーズ株式会社、中国ベンチャー投資

株式会社及び南開工業株式会社は、当社大株主になりま

した。なお、中国ベンチャー投資株式会社及び南開工業

株式会社は、現在も引き続き、当社大株主であります。

未行使残高：０株（０円） 

当初の資金使途 研究開発費、運転資金 

支出予定時期 平成 20 年１月～平成 21 年 12 月頃 

現時点における充当状況 発行諸費用 25 百万円を差し引いた手取額 485 百万円は、その

全額を事業運転資金に充当いたしました。 
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   ②第三者割当による第９回新株予約権発行 
発行期日 平成 20 年９月 22 日 

調達資金の額 1,362,900 円（発行時調達総額） 

719,334,000 円（新株予約権の行使後調達総額） 

募集時における発行済株式数 156,540 株 

当初割当先 セノーテキャピタル株式会社 

募集時における潜在株式数 当初行使価格（18,684 円）における潜在株式数：38,500 株 

行使期間 平成 20 年９月 22 日から平成 21 年９月 21 日まで 

現時点における行使状況 権利行使済株式数：14,850 株 

※当初割当先であるセノーテキャピタル株式会社より次の通

り、一部新株予約権の譲渡が行われております。 

  金     澤(Taek Kim)       :   30 個（16,500 株） 

  有限会社オオエイ商事     ：   10 個（ 5,500 株） 

  泉 辰男         ：    2 個（ 1,100 株） 

   その他 ５名       ：計 18 個（ 9,900 株） 

 

※行使済残高 

  セノーテキャピタル株式会社： 3,850 株（ 71 百万円）

   金     澤(Taek Kim)       : 2,750 株（ 51 百万円）

  有限会社オオエイ商事   ： 1,100 株（ 20 百万円）

   泉 辰男         ： 1,100 株（ 20 百万円）

   その他 ４名       ：計 6,050 株（113 百万円）

 

※未行使残高 

  金     澤(Taek Kim)       : 13,750 株（256 百万円）

有限会社オオエイ商事   ：  4,400 株（ 82 百万円）

セノーテキャピタル株式会社：  1,650 株（ 30 百万円）

   その他 ２名       ：計 3,850 株（ 71 百万円）

（注）株式数は当初行使価格に基づきます。 

当初の資金使途 研究開発費、運転資金 

支出予定時期 平成 20 年 9 月～平成 21 年 9 月頃 

現時点における充当 手取額 260 百万円は、当初の目的に従い、研究開発費および

運転資金に充当中であります。 
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４．募集前後の大株主及び持株比率 
募集前（平成 21 年２月 20 日現在） 募集後 

中国ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資株式会社 9.89% 金 澤 10.26％

金 澤 5.20% 中国ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資株式会社 7.59％

金ヶ崎 士朗 4.97% 金ヶ崎 士朗 3.81％

南開工業株式会社 4.57% Inno Bio Ventures Sdn. Bhd. 3.65％

吉田 泰正 2.81% セノーテキャピタル株式会社 3.52％

ファイナンス＆テクノロジーInc. 2.73% 南開工業株式会社 3.51％

泉 辰男 2.33% 有限会社オオエイ商事 2.51％

株式会社八洲測器 2.26% 吉田 泰正 2.16％

佐野 純司 2.26% ファイナンス＆テクノロジーInc. 2.10％

株式会社南日本銀行  1.72% 岡本 武之 1.82％

 岸田 譲次郎 1.82％

 松本 義夫 1.82％

（注）１．募集前の数値は、平成 20 年 11 月 30 日現在の株式名簿を基礎とし、平成 21 年２月 20

日時点で提出を受けた大量保有報告書等を加味して作成しております。 

２. 募集後の数値に関しましては、前回発行および今回発行の新株予約権が全て行使された

場合を想定して作成しております。 

 
５．業績への影響の見通し  

平成 20 年 7 月 15 日に開示いたしました通期業績予想に修正はありません。なお、今回の資

金調達は創薬及び創薬関連事業、バイオ関連製品の販売等を行う創薬ツール供給事業への使途

を通じ、当社グループの将来の業績に寄与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モ

ンテカルロ・シミュレーション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

権の価値算定及び有利発行に該当しないことのリーガルチェックを依頼しました。その結果を

参考に、本新株予約権の１個当たりの発行価格を金 44,000 円と決定いたしました。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、取締役会決議日に先立つ取引日（平

成 21 年２月 20 日）までの１ヶ月間における株式会社名古屋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に相当する金額といたしました。 

 これら本新株予約権の諸条件を勘案した結果、合理的であると判断いたしました。 
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（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、当社の発行済株式総数の約 14.26％（新

株予約権全部行使された 大の割合）となり、先に発行した第９回新株予約権の未行使残高

を含めますと当社の発行済み株式総数の約 28.3％（第９回及び第 10 回両新株予約権が全部行

使された 大の割合）となり、株式の希薄化は生じますが、確実に資金不足を解消し、上場

企業として事業を継続発展させ、経営の安定を図るためには、まずは資本の充実を図ること

が喫緊の課題であり、今回の新株予約権発行は避けることが出来ない資金調達であると判断

しております。 

今回の資金調達は、割当先より当社グループの財務体質を改善するために必要な資金量を確

保し、事業展開資金として具体的な施策の決定に合わせた資金調達となること及び、上場維

持のための資本増強について、柔軟かつ機動的に協力いただく旨の意思表明をいただいてお

ります。したがいまして、当社グループを支援いただく既存株主の利益保護を図る上でも、

本新株予約権の発行数量及び株式の希薄の規模が合理的であると判断しております。 

 

７．割当先の選定理由 
（１）割当先の概要 
①割当予定先の氏名 
または名称 

Inno Bio Ventures Sdn. Bhd. 

(インノ バイオ ベンチャーズ センディリアン ベルハルド） 

②割当新株予約権数 20 個 

③払 込 金 額 880,000 円 

④事 業 内 容 バイオ技術に関する投資、製造、コンサルティング、教育、研修 

⑤設 立 年 月 日 平成 14 年３月 18 日 

⑥本 店 所 在 地 Suite 5-1, Level 5, Wisma UOA DamansaraⅡ, No 6, Jalan 
Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala 
Lumpur,  MALAYSIA 

⑦代表の役職･氏名 Chief Executive Officer  Dato’ Dr. Mohd Nazlee Kamel 
（ダトー ドクター モハド ナズレリー カマル） 

⑧資  本  金 1 億 8,500 万リンギット（約 47 億 5635 万円） 

⑨大株主及び持株比率 マレーシア財務省 95.91％ 

⑩当会社と割当先の関係等 出資関係、取引及び人的関係等は該当事項はありません 

（注）１．割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 19 年 12 月 31 日現在のものです。 

   ２．レートは平成 21 年 2 月 20 日現在で１リンギット＝25.76 円で計算しております。 
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①割当予定先の氏名 
または名称 

セノーテキャピタル株式会社 

②割当新株予約権数 10 個 

③払 込 金 額 440,000 円 

④事 業 内 容 投資業 

⑤設 立 年 月 日 平成 19 年８月 31 日 

⑥本 店 所 在 地 東京都港区虎ノ門４－３－20 
⑦代表の役職･氏名 代表取締役 岡本 武之 
⑧資  本  金 10,000,000 円 

⑨大株主及び持株比率 岡本 武之 100％ 

⑩当会社と割当先の関係等 第 9回新株予約権を引受、一部行使した上で、残りを譲渡しました 

 

①割当予定先の氏名 
または名称 

岸田 譲次郎 

②割当新株予約権数 10 個 

③払 込 金 額 440,000 円 

④職     業 株式会社 JK BEANS 代表取締役、関西学院大学経済学部非常勤講師 
⑤住     所 神戸市須磨区 
⑥当会社と割当先の関係等 出資関係、取引及び人的関係等は該当事項はありません 

 

①割当予定先の氏名 
または名称 

岡本 武之 

②割当新株予約権数 10 個 

③払 込 金 額 440,000 円 

④職     業 セノーテキャピタル株式会社代表取締役 
⑤住     所 千葉県船橋市 
⑥当会社と割当先の関係等 出資関係、取引及び人的関係等は該当事項はありません 

 

①割当予定先の氏名 
または名称 

松本 義夫 

②割当新株予約権数 10 個 

③払 込 金 額 440,000 円 

④職     業 アクティブセル株式会社顧問 
⑤住     所 千葉県柏市 
⑥当会社と割当先の関係等 出資関係、取引及び人的関係等は該当事項はありません 
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（２）割当先を選定した理由 
当社グループは、前述のように事業展開をし、上場企業として存続していくためには、早期

の資金調達をする必要がありました。極めて厳しい環境の中で、こうした今後の成長性、経営

の安定性を維持していくため、早急な資本の増強が課題であると考え、複数の事業会社、国内

外のプライベートエクイティファンド等の交渉をこれまで重ねてまいりました。 
その結果、今後の当社グループの事業戦略に対する評価と賛同をいただき、当社グループと

価値観を共有していただける Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社、セノーテキャピタル株式会社、

及びその他３名に対して、新株予約権を割り当てることを決議した次第です。 

 
（３）割当先の保有方針 

当社と割当先との間において、本新株予約権発行について、継続保有及び預託に関する取り

決めはありませんが、資金供給をはじめ今後とも当社の企業価値向上に向けてご協力いただけ

るものと理解しております。なお、本新株予約権の発行要領において、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。 
     

（４）株券貸借に関する契約等 
    当社と割当先との間において、株券貸借及びその他本件ファイナンスに影響を及ぼす別途の

契約はありません。 
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＜発行要領＞ 
(1) 本新株予約権の名称     株式会社 ECI 第 10 回新株予約権（以下｢本新株予約権｣という。） 
(2) 本新株予約権の総数     60 個（1個は 400 株） 

(3) 本新株予約権の払込金額    2,640,000 円（1株当たり 110 円） 

(4) 本新株予約権の割当日    平成 21 年３月 23 日 

(5) 本新株予約権の払込期日  平成 21 年３月 23 日 

(6) 募集の方法                第三者割当の方法により、20個を Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社、

10 個をセノーテキャピタル株式会社、その他３名に 10 個ずつ割り

当てる。 
(7) 新株予約権の目的となる株式の数 

本新株予約権の目的である株式の総数は 24,000 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 400 株とする。）ただし、行使価額の調整を行う場合により、

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。また、株式会社 ECI（以下｢当社｣という。）が次項「新株予約権の行使

時の払込金額」の規定に従って行使価額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。なお、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。 

調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

調整後割当株式数＝

 

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、新株予約権の行使時の払込金額に定

める調整前行使価額および調整後行使価額とする。 

 ①調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる次項「新株予約権の行使時の払込金額」

第③号、第④号および第⑥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。 

②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およびその事由、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、次項「新株予約権の行使時の払込金額」第④号

ⅱただし書に示される株式分割（株式無償割当を含む。以下同様とする。）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。 

 
(8) 新株予約権の行使時の払込金額 

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、行使価額（以下に定義する。）に

割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行

し、またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行また

は移転を｢交付｣という。）する場合における株式 1株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）は、取締役会決議日に先立つ取引日（平成 21 年２月 20 日）までの１ヶ月間における
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株式会社名古屋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 24,796 円の

100.8％に相当する金額である 25,000 円とした。 

②行使価額の修正 

行使価額の下方修正は行わない。但し当社が別記(14)項「自己新株予約権の取得の事由及び取

得の条件」第①号及び第②号に定める通知または公告を行った場合、行使価額は当初行使価額

の 150％（１円未満は切り上げる。）相当額に、修正されるものとする。 

③行使価額の調整 

当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第④号に掲げる各事由により当社普通株式数に変

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。 

既発行株式数＋新発行・処分株式数

×
1株当たりの

払込・処分価額

時価
既発行株式数＋

新発行・処
分株式数

調整後
行使価額

＝
調整前

行使価額
×

 
④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。 
ⅰ本項第⑤号ⅱに定める時価を下回る払込金額または処分価額をもって当社普通株式を新た

に発行または当社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換され

る証券もしくは転換できる証券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。)の転換または行使による場合を除く。）。 
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集の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。 
ⅱ株式分割により普通株式を発行する場合。 
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金

から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行

する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の

終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰

余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該剰余金の資本

組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方

法により、当社普通株式を交付するものとし、株式の交付については欄外注記 2.「新株予

約権行使の効力発生時期等」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)
株式数＝

×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整前行使価額－調整後行使価額
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この場合に 1 株未満に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なわない。 
ⅲ本項第⑤号ⅱに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは

転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付

社債を発行する場合。 
調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債のすべて

が当初の転換価額で転換され、または当初の行使価額で行使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( 新株予約権が無償にて発行される場合は発

行日) の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集の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。 
⑤ⅰ行使価額調整式の計算の結果生じる 1 円未満の端数は切り捨てるものとする。 

ⅱ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④号ⅱ

ただし書の場合は株主割当日) 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。）の株式会社名古屋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（気

配表示を含む。) 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行使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、また、基準日が

ない場合は、調整後の行使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。また、本項第

④号ⅱの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社

の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 
⑥本項第④号の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。 
ⅰ株式の併合、資本金の額の減少、会社法第 2 条第 28 号に定められた新設合併、会社法第 2
条第 29 号に定められた吸収分割、または合併のために行使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。 
ⅲ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。 
⑦本項第③号、第④号ないし第⑥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

書面によりその旨およびその事由、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④号ⅱ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。  
 
 
 

 13



 

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 

当初 602,640,000 円 

但し、別記(7)項「新株予約権の目的となる株式の数」及び別記(8)項「新株予約権の行使時の

払込金額」欄の定めにより発行価額の総額は調整されることがある。 

 

(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１ 発行価格   1 株当たり 25,000 円 

２ 資本組入額  1 株当たり 12,500 円 

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。 

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、本項

第①号記載の資本金等増加限度額から本項第①号に定める増加する資本金の額を減じた

額とする。 

 

(11) 新株予約権の行使期間 

平成 21 年 3 月 23 日から平成 22 年３月 22 日まで（ただし、別記(14)項「自己新株予約権の取

得の事由及び取得の条件」各号に従って本新株予約権の全部または一部が取得される場合、取

得される本新株予約権については、取得のための公告がなされた日の翌日を権利行使期間の

終日とする。）ただし、権利行使期間の 終日が銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日

を 終日とする。 

 

(12) 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 

①行使請求の受付場所 

株式会社 ECI 経営管理部 

②行使請求の取次場所 

該当事項なし 

③行使請求の払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 六本木支店 

 

(13) 新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできるものとする。 

 

(14) 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

①当社は、会社法第 236 条第 1 項第 7 号ロの新株予約権を取得する日を定めた場合は、会社

法第 273 条第２項及び第３項の規定に従って 14 日前までの事前通知または公告したうえで、

当該取得日に、その時点において残存する新株予約権の全部を本新株予約権 1 個につき
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44,000 円で取得することができる。割当先 Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社、セノーテキャ

ピタル株式会社及びその他３名が、別記(8)項第②号により修正された行使価額で権利行使

をすることができる期間は、当該事前通知から当該取得日の前日までとする。 
 

②当社は、当社が吸収合併による消滅並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子

会社となることを当社の株主総会で決議し、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前

の取締役会において本新株予約権を取得する日を定めた場合、会社法 273 条の規定に従って

通知または公告したうえで、かかる取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全

部を本新株予約権 1 個につき 44,000 円で取得することができる。 
 

(15) 新株予約権の譲渡に関する事項 

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。        

 

(16) 代用払込みに関する事項 

該当事項なし 
 

(17) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
該当事項なし 

 
(注) 1.新株予約権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、行使請求受付場所に提出

するものとする。 

      (2)  前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により交付される当社普通

株式にかかる行使価額の全額を現金にて払込取扱場所として当社の指定する口座

( 以下「指定口座」という。) に振り込むものとする。 

      (3)  行使請求受付場所に本新株予約権行使に要する書類を提出した者は、その後これを

撤回することはできない。 

2.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の効力は、行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ払込金

が指定口座に入金されたときに生じるものとする。 

(2) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに指定の証券会社の振替口座に株

式の振替を実施する。 

3.本新株予約権証券の発行 

  当社は、新株予約権証券を発行しないものとする。 
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(18)前各項については、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 
 
 

【ご注意】 
この文書は、当社が第三者割当による株式会社 ECI 第 10 回新株予約権の発行に関して一般に公

表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 
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