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「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 
発行に関するお知らせ(ＭＳＣＢの発行)」の一部訂正・修正・追加 
について 

 

平成21年3月2日に発表致しました「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行

に関するお知らせ（ＭＳＣＢの発行）」の一部に訂正・修正・追加を要する箇所がありましたので、下

記の通り修正致します。 

しかしながら、当社は発行決議時において勧告に従わなかったことに変わりはなく、発行条件の修正

後においてもジャスダック証券取引所からの「上場会社の企業行動に関する規範」に基づく勧告・公表

内容のすべてを遵守出来てはいないことに相違ございません。 

平成21年3月11日開催の臨時取締役会において本新株予約権付社債の発行について、①引受契約書にお

いて、本新株予約権の制限超過行使を行わない旨の条項を設けること。②転換価額の修正において、下

限行使価額を30％（4円）に修正すること。③新株予約権の行使の条件として当社の発行可能株式総数を

超える数の株式が発行されることとなる場合には、当該本新株予約権を行使することはできない旨を追

加することを各取締役は検討の結果、今回の議案は既存株主にとって有利な条件への変更となることか

ら全員異議なく承認されました。 

平成 21 年 2 月 27 日付で退任した監査役については、常勤監査役は取締役と同意見であり賛成、他二

名の監査役からは特に意見表明はされませんでした。 

 

Ⅰ．修正理由 

当社としては、既存株主様に対するリスクを最大限軽減すべく投資家との条件交渉を行って参

りました。また当社及び投資家もジャスダック証券取引所から発行された当社に対する公表措置

を真摯に受け止めており、交渉の結果、条件の折り合いが付きましたので、契約内容を一部変更

することと致しました。 

 

Ⅱ．修正箇所及び修正内容（修正部分は、下線  を付しております。） 

 

２ページ 

〈修正前〉 

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） 

１億20百万円 

発行諸費用は発行手数料に22,500,000円、弁護士費用に3,000,000円、その他製本代等で

4,500,000円を予定しております。 

 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

今回の差引手取概算額の120,000,000円は、枯渇している運転資金に使用いたします。内訳は3

月前半に手形決済の160,000,000円のうちの66,000,000円、3月中旬に子会社への支払いに



－  － 2

82,000,000円支払ううちの34,000,000円、3月下旬に人件費として50,000,000円支払ううちの

20,000,000円となる予定です。その後は構造改革のために、今回の資金調達の実行を条件に予定

している追加投資と、保証制度を利用した金融機関からの融資の交渉を進め、総額約550,000,000

円を調達し、下記に記載した再建計画の施策に使用します。 

１．一般管理販売費に関する最適人員配置、仕事効率アップに伴う費用として1億5千万円、物

流業務の内部取り込みによる一時的費用として2千万円。 

２．海外販売拠点および生産拠点の統廃合にともなう費用として1億円。 

３．収益の向上を図るため、一貫生産体制の構築を推進するうえでプレス機械、成型機、組立

半自動機等の設備調達費用として1億5千万円。 

４．新製品の研究開発費に1億円。 

５．改革に必要な人材の採用費用に3千万円。 

以上、合計で550,000,000円の資金を必要としております。 

 

〈修正後〉 

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） 

１億20百万円 

発行諸費用にはカタリスト株式会社に対する仲介手数料に22,500,000円、弁護士費用に

3,000,000円、有価証券届出書に1,800,000円、その他追加印紙代等で2,700,000円を予定し

ております。 

 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

今回の差引手取概算額の120,000,000円は、枯渇している運転資金に使用いたします。内訳は3

月中旬に子会社への支払いとして82,000,000円、3月下旬に人件費として50,000,000円支払ううち

の38,000,000円となる予定です。その後は構造改革のために、今回の資金調達の実行を条件に予

定している追加投資と、保証制度を利用した金融機関からの融資の交渉を進め、総額約

550,000,000円を調達し、下記に記載した再建計画の施策に使用します。 

１．一般管理販売費に関する最適人員配置、仕事効率アップに伴う費用として1億5千万円、物

流業務の内部取り込みによる一時的費用として2千万円。 

２．海外販売拠点および生産拠点の統廃合にともなう費用として1億円。 

３．収益の向上を図るため、一貫生産体制の構築を推進するうえでプレス機械、成型機、組立

半自動機等の設備調達費用として1億5千万円。 

４．新製品の研究開発費に1億円。 

５．改革に必要な人材の採用費用に3千万円。 

以上、合計で550,000,000円の資金を必要としております。 

 

３ページ 

〈訂正前〉 

 (3)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１回転換社債型新株予約権社債の発行 

発行期日 平成21年3月17日 

調達資金の額 120,000,000 円（差引手取概算金） 

募集時点における発行済株式数 9,020,000 株 

当該募集における潜在株式数 

当初の転換価格(発行決議日の株式会社ジャスダック証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含

む）の 90％に相当する金額（1円未満切捨て。以下「当初転

換価格」という。）とする。)における潜在株式数：

9,375,000 株 

割当先 ATHENA INVESTMENT 
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〈訂正後〉 

 (3)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１回転換社債型新株予約権社債の発行 

発行期日 平成21年3月19日 

調達資金の額 120,000,000 円（差引手取概算金） 

募集時点における発行済株式数 9,020,000 株 

当該募集における潜在株式数 

当初の転換価格(発行決議日の株式会社ジャスダック証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含

む）の 90％に相当する金額（1円未満切捨て。以下「当初転

換価格」という。）とする。)における潜在株式数：

10,000,000 株 

割当先 ATHENA INVESTMENT 

 

５ページ 

〈修正前〉 

６．発行条件等の合理性 

(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 

本新株予約権がすべて行使された場合は、当初行使価格(15円）で算出すると10,000,000株とな

り発行済株式数が19,020,000株となり、現在の発行済株式数9,020,000株に対し210.9％の希薄化

が生じます。また、仮に下限の行使価格（1円）で行使した場合の希薄化は150,000,000株となり

現在の発行済株式数に対し1,763％の希薄化が生じることとなります。流通市場に対して株価の下

落等の大きな影響を生じるものと予測されます。 

しかしながら、当社は、上場企業として既存株主の利益保護に繋がることは、事業を継続発展

させ経営の安定を図ることであると判断しております。今回の資金調達により、当社の緊急の課

題である枯渇した運転資金をまかなうことができ、今後の構造改革（海外工場の統廃合、国内事

業所の機能再編成、販売管理費の削減、スリム化、組織・人事の改革）を実行していくことで将

来的には当社の企業価値が高まり株価の上昇につながるものと判断しております。よって、今回

の発行数量は当社の発行済株式数を上回る規模ではありますが、事業の継続および上場維持のた

めには止むを得ないものと判断しており合理性のあるものと認識しております。 

 

〈修正後〉 

６．発行条件等の合理性 

(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 

本新株予約権本新株予約権がすべて行使された場合は、当初転換価額の15円で算出すると

10,000,000株となり発行済株式数が19,020,000株となり、現在の発行済株式数9,020,000株に対し

210.9％の希薄化が生じ、また、仮に下限の転換価額（4円）で行使した場合の希薄化は

46,520,000株となり現在の発行済株式数に対し515.7％の希薄化が生じることとなることから、割

当先との引受契約書により本新株予約権の行使数量を制限する合意を行っています。当該合意に

基づき、毎暦月1ヶ月の間に本新株予約権の行使により発行される新株の総数は、本新株予約権付

社債の払込み時点における当社の発行済み株式総数の10％を超えないこと、また本新株予約権が

第三者に譲渡され割当先が複数となった場合には合算して10%を越えないこととしております。割

当予定先は、当該制限を超える本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して約束しており

ます。また、本新株予約権の行使により発行済株式総数が当社の発行可能株式総数を超過するこ

とがないよう、本新株予約権の行使には制限が設けられております。これに基づいて新株予約権

が行使された場合は、一月の行使量が最大902,000株で行使期間が6ヶ月であるため、最大で

5,412,000株となり発行済株式数が14,432,000株となり、現在の発行済株式数9,020,000株に対し

160.0％の希薄化が生じることとなります。契約変更により希薄化の規模は縮小されておりますが、

流通市場に対して株価の下落等の大きな影響を生じるものと予測されます。 

しかしながら、当社は、上場企業として既存株主の利益保護に繋がることは、事業を継続発展

させ経営の安定を図ることであると判断しております。今回の資金調達により、当社の緊急の課



－  － 4

題である枯渇した運転資金をまかなうことができ、今後の構造改革（海外工場の統廃合、国内事

業所の機能再編成、販売管理費の削減、スリム化、組織・人事の改革）を実行していくことで将

来的には当社の企業価値が高まり株価の上昇につながるものと判断しております。よって、今回

の発行数量は当社の発行済株式数を上回る規模ではありますが、事業の継続および上場維持のた

めには止むを得ないものと判断しており合理性のあるものと認識しております。 

 

６ページ 

〈修正前〉 

７．割当先の選定理由等 

(3)割当先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

割当予定先であるATHENA INVESTMENTは、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。 

   本件ＭＳＣＢの発行に当たって上場会社の企業行動に関する規範に記載の行使制限措置は講じ

ていない。 

 

〈修正後〉 

７．割当先の選定理由等 

(3)割当先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

割当予定先であるATHENA INVESTMENTは、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。 

   本件ＭＳＣＢの発行に当たって、割当先との引受契約書により上場会社の企業行動に関する規

範に記載の「制限超過行使」を行うことができないこと、またそれに伴って複数の者が保有した

場合に、当該複数の者による新株予約権の行使数量を合算することを定めている。 

引受人が本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ当該転売先に対し、当社との契約内容と同

様の内容を約束させるとともに、当該転売先が本新株予約権を他の第三者に譲渡する場合には当

該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。 

   本新株予約権が譲渡された場合、当社は当該転売先との間で本契約と同様の内容を約し、当該

転売先がさらに他の第三者に転売する場合にも同様の内容を約するものとする。 

 

７ページ 

〈追加前〉 

（別添）発行要領 

6. 募集社債の利率 年 5％ 

7 .～24． 略  

 

〈追加後〉 

（別添）発行要領 

6. 募集社債の利率 年 5％ 

7. 利払日 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平

成 21 年 4 月 17 日を第 1 回の利払日としてその日までの分を支払

い、その後平成 21 年 5 月 17 日、6 月 17 日、7 月 17 日、8 月 17 日

及び 9 月 17 日に各々その日までの利息を支払う。利払日が銀行休

業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

8. 利息支払の方法 本社債の利息を支払う場合は、実日数を365日の日割をもってこれ

を計算することとし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切

り上げる。第1 回目の利息支払期日前に本新株予約権の行使の効

力が発生した本社債については、利息をつけない。第1 回目の利

息支払期日後に本新株予約権の行使の効力が発生した本社債につ

いては、本新株予約権行使の効力発生日の直前の利息支払期日後

は利息をつけない。 

利息の支払場所 Butterfield Bank Limited,Grand Cayman Branch 
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9 .～26. 略 

 

８ページ 

〈修正前〉 

（別添）発行要領 

16． 新株予約権の内容 

 (4) 転換価額の修正 

  当社は、払込日の翌日以降の毎取引日において、当該日において有効な行使価額と当該日

の株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む。）の 90％に相当する金額（1 円未満切捨て。以下「基

準価格」という。）を比較し、基準価額が行使価額を下回る場合には、行使価額を当該基

準価格に修正する。 

 (12) 新株予約権の行使の条件 

  各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

   

   

〈修正後〉 

（別添）発行要領 

18． 新株予約権の内容 

 (4) 転換価額の修正 

  当社は、払込日の翌日以降の毎取引日において、当該日において有効な行使価額と当該日

の株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む。）の 90％に相当する金額（1 円未満切捨て。以下「基

準価格」という。）を比較し、基準価額が行使価額を下回る場合には、行使価額を当該基

準価格に修正する。ただし、かかる算出の結果、基準価額が当初行使価額の 30％に相当する金

額（ただし、本項第(6)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。1 円未満切捨

て。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 

 (12) 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 本新株予約権の行使により、当社の発行可能株式総数を超える数の株式が発行される

こととなる場合には、当該本新株予約権を行使することはできない。 

   

 

Ⅲ．その他 

会社情報に係る照会書 

公表措置の後、平成21年3月4日付で、ジャスダック証券取引所から会社情報に係る照会書を受け、

書面での報告・開示を求められております。 

照会書の主な内容は、 

１．「上場会社の企業行動に関する規範」を遵守しないことに関する貴社の見解 

２．本無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）により調達する資金の使途及び支出予定時

期に合理性があるとする具体的な根拠（事業計画、経営計画又はこれらに相当する計画などが

あれば、当該計画に基づき説明を求めます。） 

３．貴社が ATHENA INVESTMENT（代表者・出資者等を含みます。以下同じ）が本無担保転換社債型

新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の割当先として適格性を有すると判断した根拠及び理由 

４．貴社において ATHENA INVESTMENT が反社会的勢力との関係がないことを確認した手段、方法及

び範囲 

 等です。 

尚、平成21年3月11日現在で書面による正式な回答・開示はできておりません。 

今後におきまして、当社としましては上記内容を重く受け止め、真摯に対応し可及的速やかに内容

を明らかにしていく所存でございます。 


