
  
 

 

平成 21 年 ７ 月 30 日 
各  位 

                            会 社 名  ア ビ リ ッ ト 株 式 会 社 

                                                 代 表 者 代表取締役社長 濱 野 雅 弘 

                                                 （コード番号 ６４２３ 東証・大証第 １ 部） 

                                              問合せ先 取  締  役 

                                            責 任 者  管 理 本 部 長  原川 修一郎 

                                                 Ｔ Ｅ Ｌ  （０６）－６２４３－７７７０                
 

（訂正）「第三者割当による新株式発行並びに第１回新株予約権及び第１回乃至第６回 

無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の一部訂正について 
 
当社は、平成 21 年７月 24 日付で発表いたしました「第三者割当による新株式発行並びに第１回新株

予約権及び第１回乃至第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」並びに、

『（訂正）「第三者割当による新株式発行並びに第１回新株予約権及び第１回乃至第６回無担保転換社債

型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の一部訂正について』の記載内容に、一部誤りがありま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
※ なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

【訂正箇所】 

１．募集の概要〔Ｐ．１〕 

【新株予約権発行に係る募集】 

 
【訂正前】  

（１） 発行期日 平成 21 年８月 10 日 

（２） 新株予約権の総数 100,000 個 

（３） 発行価額 40 円 

（４） 
当該発行による 
潜在株式数 

7,300,000 株 
 

 
【訂正後】 

（１） 発行期日 平成 21 年８月 10 日 

（２） 新株予約権の総数 100,000 個 

（３） 発行価額 40 円 

（４） 
当該発行による 
潜在株式数 

7,200,000 株 
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【訂正箇所】 

２．募集の概要〔Ｐ．２〕 

【新株予約権付社債発行に係る募集】 
 
【訂正前】 

（１） 発行期日 平成 21 年８月 10 日 

（２） 新株予約権の総数 240 個 

（３） 
社債及び新株予約権の
発行価額 

各社債の払込総額：1,000 百万円（額面 100 円につき金 100 円） 
但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

（４） 
当該発行による 
潜在株式数 

9,615,386 株 
（強制転換が行われた場合の最大転換株式数：14,925,374 株） 

.   

（８） その他 

＜前 略＞ 
③強制転換条項について 

＜中 略＞ 
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、額面金額相当額を強制

転換価額で除して得られる数の当社普通株式（但し、１株未満の端数は切り
上げ、現金による調整は行わない。）をいう。 
「強制転換価額」とは、１回債では平成 22 年２月 25 日まで（当日を含む）、
２回債では同年３月 25 日まで（当日を含む）、３回債では同年４月 21 日まで
の（当日を含む）、４回債では同年５月 28 日まで（当日を含む）、５回債では
同年６月 29 日まで（当日を含む）、６回債では同年７月 28 日まで（当日を含
む）の３連続取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「取引所」という。）に
おける当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％
に相当する金額（1円未満切捨て。）をいう。ただし、かかる算出の結果、強
制転換価額が、当初転換価額の 65％に相当する金額（ただし、新株予約権の
転換時の払込金額の第 3 項による調整を受ける。以下「下限転換価額」とい
う。１円未満切捨て。）を下回る場合には、修正後の強制転換価額は下限転換
価額とする。 

 
【訂正後】 

（１） 発行期日 平成 21 年８月 10 日 

（２） 新株予約権の総数 240 個 

（３） 
社債及び新株予約権の
発行価額 

各社債の払込総額：1,000 百万円（額面 100 円につき金 100 円） 
但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

（４） 
当該発行による 
潜在株式数 

9,615,380 株 
（強制転換が行われた場合の最大転換株式数：14,925,368 株） 

   

（８） その他 

＜前 略＞ 
③強制転換条項について 

＜中 略＞ 
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、額面金額相当額を強制

転換価額で除して得られる数の当社普通株式（但し、１株未満の端数は切り
捨て、現金による調整は行わない。）をいう。 
「強制転換価額」とは、１回債では平成 22 年２月 25 日まで（当日を含む）、
２回債では同年３月 25 日まで（当日を含む）、３回債では同年４月 21 日まで
（当日を含む）、４回債では同年５月 28 日まで（当日を含む）、５回債では同
年６月 29 日まで（当日を含む）、６回債では同年７月 28 日まで（当日を含む）
の３連続取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「取引所」という。）におけ
る当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％に相
当する金額（1円未満切捨て。）をいう。ただし、かかる算出の結果、強制転
換価額が、当初転換価額の 65％に相当する金額（ただし、本項第(5)号によ
る調整を受ける。以下「下限転換価額」という。１円未満切捨て。）を下回る
場合には、修正後の強制転換価額は下限転換価額とする。 
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【訂正箇所】 
５．発行条件の合理性〔Ｐ．７〕 
（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 

 
【訂正前】 

佐藤商事株式会社に対する第三者割当による新株式の発行済株式総数に対する割合は、5.47％と 
なる見込みであります。 
また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が、当初行使価額（138 円）及び当初転換価額（104 

円）にて全て株式となった場合の潜在株式数の発行済株式数に対する割合は 48.09％となる見込みで
あります。 
さらに、本新株予約権付社債が下限転換価額 67 円（当初転換価額の 65％）にて全て株式に転換 

された場合、新株予約権を含めた潜在株式の発行済株式に対する割合は 63.18％となる見込みであ
ります。 

発行済株式総数に対する 〔参考〕 
商  品  種  別 

比率（35,175,916 株） 議決権ベース 
新株式（1,923,077 株） 5.47％ 5.56％
新株予約権（最大 730 万株） 20.75％ 21.11％

9,615,386 株 27.34％ 27.80％
新株予約権付社債 

最大 14,925,373 株 42.43％ 43.16％
＜後略＞ 

【訂正後】 
佐藤商事株式会社に対する第三者割当による新株式の発行済株式総数に対する割合は、5.47％と 

なる見込みであります。 
また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が、当初行使価額（138 円）及び当初転換価額（104 

円）にて全て株式となった場合の潜在株式数の発行済株式数に対する割合は 47.80％となる見込みで
あります。 
さらに、本新株予約権付社債が下限転換価額 67 円（当初転換価額の 65％）にて全て株式に転換 

された場合、新株予約権を含めた潜在株式数の発行済株式数に対する割合は 62.90％となる見込み
であります。 

発行済株式総数に対する 〔参考〕 
商  品  種  別 

比率（35,175,916 株） 議決権ベース 
新株式（1,923,077 株） 5.47％ 5.56％
新株予約権（最大 720 万株） 20.47％ 20.82％

9,615,380 株 27.34％ 27.80％
新株予約権付社債 

最大 14,925,368 株 42.43％ 43.16％
＜後略＞ 

【訂正箇所】 
アビリット株式会社 新株式発行要項〔Ｐ．１３〕 
 

【訂正前】 
（１） 発行新株式数         （普通株式）数  1,923,077 株 
（２） 発行価額             １株につき     金 104 円 
（３） 発行価額の総額                  200,000,000 円 
（４） 資本組入額            １株につき      金 52 円 
（５） 資本組入額の総額                     100,000,000 円 
（６） 募集又は割当方法          第三者割当ての方法による 
（７） 申込期間                               平成 21 年８月 10 日 
（７） 払込期日                    平成 21 年８月 10 日 
（８） 割当先及び株式数         佐藤商事株式会社   1,923,077 株 
（９） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
 
【訂正後】 
（１） 発行新株式数         （普通株式）数  1,923,077 株 
（２） 発行価額             １株につき     金 104 円 
（３） 発行価額の総額                  200,000,008 円 
（４） 資本組入額            １株につき      金 52 円 
（５） 資本組入額の総額                     100,000,004 円 
（６） 募集又は割当方法          第三者割当ての方法による 
（７） 申込期間                               平成 21 年８月 10 日 
（８） 払込期日                    平成 21 年８月 10 日 
（９） 割当先及び株式数         佐藤商事株式会社   1,923,077 株 
（10） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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【訂正箇所】 

アビリット株式会社 第１回新株予約権発行要項〔Ｐ．１４〕 

 

【訂正前】 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法  

＜前略＞ 

(2)  本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、第 9 項第(1)号の出資

額を第 9項第(2)号の行使価額（ただし、第 10 項によって調整された場合は調整後の行使価

額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。この場合に１株未

満の端数を生じたときにはこれを切り上げ、現金による調整は行わない。 

＜後略＞ 

 

【訂正後】 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法  

＜前略＞ 

(2)  本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、第 9 項第(1)号の出資

額を第 9項第(2)号の行使価額（ただし、第 10 項によって調整された場合は調整後の行使価

額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。この場合に１株未

満の端数を生じたときにはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

＜後略＞ 

 

 

【訂正箇所】 

アビリット株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.１９、２０、２１、２２、２３〕 

 

アビリット株式会社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.２５、２６、２７、２８、２９〕 

 

アビリット株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.３１、３２、３３、３４、３５〕 

 

アビリット株式会社第４回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.３７、３８、３９、４０、４１〕 

 

アビリット株式会社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.４３、４４、４５、４６、４７〕 

 

アビリット株式会社第６回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 社債要項〔Ｐ.４９、５０、５１、５２、５３〕 
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【訂正前】 
 

15.  新株予約権の内容 
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及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する。なお、当該普通株式は完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない提出会社における標準となる株式である。また、当社は単元株制度を採用しており、1単元は 100
株である。 
本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込
金額の総額を本項第(3)号記載の転換価額（ただし、本項第(4)号乃至第(7)号によって調整された場合は調整後の転
換価額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。この場合に１株未満の端数を生じたと
きにはこれを切り上げ、現金による調整は行わない。 

＜略＞ 
(5)  転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換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(6)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又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、交換もしくは転換による場合を除く。） 

＜略＞ 
③ （前略）調整後の転換価額は、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。）その他の証券又は権利（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、交換又は転換さ
れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換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
及び新株予約権付社債の場合は割当日）又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、交換又は転換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、調整後の転換価額は、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、交換又は転換され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式
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。 

＜略＞ 
            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

方修正等が行われ（本項第(5)号乃至第(7)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
が行われた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(6)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による転換価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の転換価額
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、交換又は転換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又は上記(i)による転換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、交換又は転換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(6)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、（後略） 

      ⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（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、その転
換に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は転換に際して当該株式又は新株予約権の所
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、その取得又は転換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、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又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、調整後の転換価額は、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、本新株予約権を転換した新株予約権
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本項第
(15)号の規定を準用する。 

＜略＞ 
(6) ④ 本項第(6)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の転換価額は、

本項第(5)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとす
る。 

＜略＞ 
(12) 新株予約権の取得事由 

当社は、平成 22 年２月 25 日に、交付財産（以下に定義する。）と引換に取得する本新株予約権付社債の金額を、平
成 22 年２月９日に本新株予約権付社債の社債権者と協議の上、決定する。当社は取得した本新株予約権付社債を直
ちに消却する。ただし、強制転換価額（以下に定義する。）が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、
当社は、本新株予約権付社債を償還期限に基本的に現金で償還するものとするが、最終的には本新株予約権付社債の
社債権者と協議の上、決定する。 
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、額面金額相当額を強制転換価額で除して得られる数の当社普通株
式（但し、1株未満の端数は切り上げ、現金による調整は行わない。）をいう。  
「強制転換価額」とは、平成 22 年 2 月 25 日まで（当日を含む）の３連続取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「取
引所」という。）における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値の 90％に相当する金額（1
円未満切捨て。）をいう。ただし、かかる算出の結果、強制転換価額が、当初転換価額の 65％に相当する金額（ただ
し、新株予約権の転換時の払込金額の第３項による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。１円未満切捨て。）
を下回る場合には、修正後の強制転換価額は下限転換価額とする。 

＜略＞ 
16.  担保提供制限 

       (1)当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他
の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づ 
き、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第 2 条第 22 号に定められた新株予約
権付社債であって、会社法第 236 条第 1項第 3号の規定に基づき、本新株予約権の転換に際しては、当該新株予約権に 
係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。 

＜略＞ 
    22.  本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ、本新株
予約権の転換に際して当該本新株予約権の価値と本社債の利率、繰上償還及び払込金額等その他の発行条件により当社
が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

＜略＞ 
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【訂正後】 
15.  新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及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する。なお、当該普通株式は完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない提出会社における標準となる株式である。また、当社は単元株制度を採用しており、1単元は 100
株である。 
本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込
金額の総額を本項第(3)号記載の転換価額（ただし、本項第(4)号乃至第(7)号によって調整された場合は調整後の転
換価額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。この場合に１株未満の端数を生じたと
きにはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

＜略＞ 
(5) 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換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(6)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又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。）       

＜略＞ 
  ③ （前略）調整後の転換価額は、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。）その他の証券又は権利（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、交換又は行使さ
れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換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
及び新株予約権付社債の場合は割当日）又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、交換又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、調整後の転換価額は、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、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式
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。 

＜略＞ 
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

下方修正等が行われ（本項第(5)号乃至第(7)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
等が行われた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(6)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による転換価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の転換価額
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、交換又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又は上記(i)による転換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、交換又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(6)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、（後略） 

 ⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（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、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約
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、その取得又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、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又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、調整後の転換価額は、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、本新株予約権を転換した新株予約権
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本項第
(14)号の規定を準用する。 

＜略＞ 
(6) ④ 本項第(5)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の転換価額は、

本項第(5)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとす
る。 

＜略＞ 
(12) 新株予約権の取得事由 

当社は、平成 22 年２月 25 日に、交付財産（以下に定義する。）と引換に取得する本新株予約権付社債の金額を、平
成 22 年２月９日に本新株予約権付社債の社債権者と協議の上、決定する。当社は取得した本新株予約権付社債を直
ちに消却する。ただし、強制転換価額（以下に定義する。）が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、
当社は、本新株予約権付社債を償還期限に基本的に現金で償還するものとするが、最終的には本新株予約権付社債の
社債権者と協議の上、決定する。 
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、額面金額相当額を強制転換価額で除して得られる数の当社普通株
式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいう。  
「強制転換価額」とは、平成 22 年 2 月 25 日まで（当日を含む）の３連続取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「取
引所」という。）における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値の 90％に相当する金額（1
円未満切捨て。）をいう。ただし、かかる算出の結果、強制転換価額が、当初転換価額の 65％に相当する金額（ただ
し、本項第(5)号による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。１円未満切捨て。）を下回る場合には、修正後
の強制転換価額は下限転換価額とする。 

＜略＞ 
16.  担保提供制限 

       (1)当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他
の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づ 
き、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第 2 条第 22 号に定められた新株予約
権付社債であって、会社法第 236 条第 1項第 3号の規定に基づき、本新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に 
係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。 

＜略＞ 
22.  本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ、本新株
予約権の行使に際して当該本新株予約権の価値と本社債の利率、繰上償還及び払込金額等その他の発行条件により当社
が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

＜略＞ 

以 上 


