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平成 21 年８月 19 日 

 

各   位 

 

会 社 名 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行 

（コード ８７３７ 大証第２部） 

問合せ先 執行役員管理副本部長兼IR・広報部長兼財務副部長 川中 雅浩  

（ T E L  0 3－ 6 8 2 1－ 0 6 0 6） 

 

株主割当による新株予約権発行に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主割当による新株予約権の発行を決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．資金調達の理由及び資金の使途等 

（１）資金調達の理由 

当社グループにおきましては、過去３年間にわたりグループ事業の再構築をスムーズに

行うための資金を確保するため、金融機関等に借入を行っておりました。前期にグループ

の再構築をほぼ完了し、今期に上記借入の返済時期が到達することから、当社のキャッシ

ュ・フローの強化及び財務内容の健全化を図る必要が発生してまいりました。また、不採

算事業の整理を行った結果、当社グループは証券業務を主たる事業として運営することと

なり、今後の更なる業容拡大を行っていくためには、より多くの資金を得て、投資を行う

ことができる基盤を整えることが重要な経営課題となっております。 

上記に記載したように借入の返済をスムーズに行うと同時に他の有望な企業及び事業に

投資する資金を確保するという経営課題に対応するため、様々な資金調達方法を検討した

結果、今般の資金調達の方法を無償の株主割当新株予約権とした理由につきまして、株主

割当といたしましたのは、当社の現状及び今後の展開、方向性を広く株主の皆様にご理解

を賜り、全株主の皆様に平等にご支援及び投資の機会をご提供する観点から、また、割当

の対象を無償の新株予約権といたしましたのは、まずは各株主の皆様に広く新株予約権を

無償で引き受けていただき、数ヶ月間の権利行使期間を設けることにより、その後の状況

に応じて新株予約権を行使いただくか否かを判断する機会を持ち、株主の皆様の選択の幅

を広げることに資するものとの考えによるものであります。 

 

（２）調達資金の使途 

資金の払込みは、本新株予約権の割当を受けた株主の皆様の権利行使の判断によるため、

調達資金の額及び使途を現時点において確定することはできませんが、本新株予約権の割

当を受けた全株主の皆様が権利行使をされた場合、資金調達の金額は、1,011,562 千円を予
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定しております。 

そのうち発行諸費用 15,000 千円を差し引いた手取概算額 996,562 千円につきましては、

下記のとおり充当することを予定しております。 

①借入金の返済 

当社グループにおきましては、過去３年間にわたりグループ事業の再構築をスムーズに

行うための資金を確保するため、金融機関等に借入を行っておりました。前期にグルー

プの再構築をほぼ完了し、今期に上記借入の返済時期が到達することから、上記の差引

手取概算額のうち、890,000 千円を金融機関等へ借入の返済に充当する予定であります。 

②金融サービスを提供する企業及び事業への投資 

当社グループにおきましては、以前はグループ内に証券業、外国為替証拠金取引業、商

品先物取引業などの各種サービスを提供していた総合金融サービスグループでしたが、

グループ内の事業の再構築により、現在は証券業に特化したサービスとなっております。

今後は、金融サービスを提供する企業及び事業への投資により、当社グループの証券業

と投資先の金融業務における有機的なシナジー効果が生まれ、今まで以上に投資家の

方々に良質かつ多様な金融商品・サービスを提供することが可能となり、当社グループ

の業績の向上及び収益構造の強化が図れるものと考え、上記の差引手取概算額のうち、

100,000 千円を投資に充当する予定であります。 

なお、企業・事業への投資という特性上、必ずしも現段階で具体的な交渉案件があるわ

けではなく、当社グループの収益規模等を勘案し、目処として予定しているものであり

ます。 

③運転資金 

②の投資により、さらなる内部統制の構築及び強化が必要となることが考えられるため、

内部統制への構築及び強化に関する運転資金として、上記の差引手取概算額のうち、

6,562 千円を充当することを予定しております。なお、上記運転資金には、調査費用、人

件費及びコンサルタント費用等を含んでおります。 

 

（３）潜在株式による希薄化情報等 

今回の新株予約権割当ての効力発生時においては、株主の皆様が保有する当社普通株式

１株当たりの潜在的な経済的価値の希薄化は生ずるものの、その保有する当社の株式全体

（株式及び本新株予約権の全体をいいます。以下同様）の経済的価値の希薄化は生じず、

また、将来に基準日を設定することにより、株主及び投資家の皆様に本新株予約権の取得

及び行使の機会を選択できるようにし、不利益な影響が発生しないと考えております。 

なお、平成 21 年８月 19 日の当社の発行済株式数は 34,397,701 株であり、本新株予約権

が全て行使された場合に発行される株式は、33,718,762 株であり、本新株予約権の発行に

かかる潜在株式数の比率は、98.02％となります。従いまして、各株主の皆様が本新株予約

権について権利行使を行われない場合は、各株主の皆様ご所有の当社株式の持分に応じて、

希薄化が生じる可能性がございます。 
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（４）業績に与える影響 

今般の資金調達による当社グループの業績に与える影響につきましては、調達できる資

金の額が未確定であるため、未定でございます。なお、本新株予約権の割当を受けた全株

主の皆様が権利行使をされた場合は、当社の財務基盤の健全化を図り、また、有望な企業

及び事業に投資を行うことが可能となり、当社グループの企業価値の向上に寄与するもの

と考えております。 

 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要課題と位置付けており、財務内容及び今

後の事業展開、利益状況等を勘案しつつ、安定的な配当の継続を行うことを基本方針とし

ております。 

（２）配当決定に当たっての考え方 

上記の方針に基づき、当社グループの経営成績及び内部留保の充実を総合的に勘案し決

定しております。 

（３）内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、今後の競争激化や経済環境の変化等に対応できる磐石な

経営体制を確立するため、当社グループの整備拡充などによる営業基盤の強化、人材の育

成、商品開発力の充実を図るための投資などに充てることとしております。 

 

３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１） 近３年間の業績（連結） 

決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

営業収益（千円） 6,650,036 3,316,755 1,106,401 

営業損失（千円） 2,001,970 1,081,057 1,856,130 

経常損失（千円） 1,835,882 740,408 1,643,733 

当期純損失（千円） 2,519,633 1,970,215 2,283,113 

１株当たり当期純損失（円） 155 円 31 銭 72 円 07 銭 67 円 71 銭 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

１株当たり純資産額（円） 410 円 14 銭 256 円 17 銭 182 円 67 銭 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 21 年８月 19 日） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 34,397,701 株 100.0％ 

現時点の潜在株式数 ―株 ―％ 
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（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 21 年 10 月 16 日 

資金調達の額 1,011,562,860 円 

発行価額の総額 ―円 

発行価額 無償 

新株予約権数 33,718,762 個 

行使価額 30 円 

行使期間 自平成 21年 11 月 9 日 至平成 22 年５月 14 日 

新株予約権行使による資金

調達額 

1,011,562,860 円 

募集時点における発行済株

式数 

34,397,701 株 

募集時における潜在株式数 行使価額 30 円おける潜在株式数：33,718,762 株 

割当方法及び割当予定先 平成 21 年９月 30 日 終の株主名簿に記載または記録された

株主に対し、その所有株式数につき１：１の割合をもって本

新株予約権を割当てる。ただし、当社が所有する当社株式に

ついては、本新株予約権を割当てない。 

（注）発行済株式数 34,397,701 株のうち、自己株式 678,939 株には新株予約権の割当を行わな

いため、潜在株式数は自己株式数分減少しております。 

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・株式交換による新株式発行 

発行期日 平成 18 年４月１日 

調達資金の額 1,821,470,577 円 

新株式発行時における発行

済株式数 

13,050,000 株 

当初の資金使途 持株会社体制への移行に伴う株式交換のため、資金使途に該

当する事項はありません。 

支出予定時期 該当事項はありません。 

現時点における充当状況 該当事項はありません。 
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・第三者割当増資による新株式発行 

発行期日 平成 19 年３月 23 日 

調達資金の額 1,224,000,000 円 

募集時点における発行済株

式数 

15,788,701 株 

当初の資金使途 商品先物部門及び証券部門の業容拡大のためのシステム構

築、証券部門における投資顧問業務及びＩＰＯコンサルティ

ング業務の強化、財務内容の充実のため借入金の返済及び運

転資金への充当を予定しております。 

支出予定時期 平成 20 年３月期 

現時点における充当状況 商品先物取引事業部門の再編に関する資金、金融商品分析シ

ステム子会社及び投資助言子会社設立資金、運転資金に全額

充当いたしました。 

 

・第三者割当増資による新株予約権発行 

発行期日 平成 21 年３月 23 日 

調達資金の額 394,500,000 円 

募集時点における発行済株

式数 

15,788,701 株 

募集時における潜在株式数 ―株 

現時点における転換状況（行

使状況） 

行使が行われず、行使期間が終了しました。 

当初の資金使途 商品先物部門及び証券部門の業容拡大のためのシステム構

築、証券部門における投資顧問業務及びＩＰＯコンサルティ

ング業務の強化、財務内容の充実のため借入金の返済及び運

転資金への充当予定でありますが、具体的な金額及び使途に

ついては、行使による財産の出資がなされた時点の状況を勘

案し協議により決定してまいります。 

支出予定時期 該当事項はありません。 

現時点における充当状況 該当事項はありません。 
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・第三者割当増資による新株式発行 

発行期日 平成 19 年 10 月 15 日 

調達資金の額 ―円 

新株式発行時における発行

済株式数 

21,788,701 株 

当初の資金使途 割当先が保有する豊商事㈱普通株式 1,784,000 株及び同社第

１回無担保転換社債型新株予約権付社債を対価としたため、

資金使途に該当する事項はありません。 

支出予定時期 該当事項はありません。 

現時点における充当状況 該当事項はありません。 

 

（５） 近の株価の状況 

①過去３年間の状況（期末） 

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

始値（円） 524 223 87 

高値（円） 570 292 121 

安値（円） 211 64 23 

終値（円） 225 83 32 

（注）各株価は、株式会社大阪証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

 

② 近６ヶ月の状況 

 平成 21 年

２月 

平成 21 年

３月 

平成 21 年

４月 

平成 21 年

５月 

平成 21 年

６月 

平成 21 年

７月 

始値（円） 36 25 32 52 55 65 

高値（円） 36 35 64 60 74 66 

安値（円） 23 23 31 50 50 55 

終値（円） 27 32 55 53 65 60 

（注）各株価は、株式会社大阪証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

 

③発行決議日前日における株価 

 平成 21 年８月 18 日現在

始値（円） 72 

高値（円） 81 

安値（円） 72 

終値（円） 77 

（注）各株価は、株式会社大阪証券取引所（市場第二部）におけるものです。 
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（６）大株主及び所有比率 

 募集前（平成 21 年３月 31 日現在） 募集後(本新株予約権が全部行使された場合)

順位 名称 所有株式数 所有比率 名称 所有株式数 所有比率

１ ㈱クレゾー 22,145,000 株 64.37％ ㈱クレゾー 44,290,000 株 65.02％

２ 石川清助 3,905,651 株 11.35％ 石川清助 7,811,302 株 14.46％

３ 竹田和平 800,000 株 2.32％ 竹田和平 1,600,000 株 2.34％

４ 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰ

ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

678,579 株 1.97％ ㈱りそな銀行 800,000 株 1.17％

５ ㈱りそな銀行 400,000 株 1.16％ 兵頭通裕 692,000 株 1.01％

６ 兵頭通裕 346,000 株 1.00％ 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

678,579 株 0.99％

７ 荒堀悦子 222,000 株 0.64％ 荒堀悦子 444,000 0.65％

８ 河原裕之 165,440 株 0.48％ 河原裕之 330,880 0.48％

９ 松葉象子 164,680 株 0.47％ 松葉象子 329,360 0.48％

10 飛田茂 160,000 株 0.46％ 飛田茂 320,000 0.46％

 発行済株式数 34,397,701 株 100.00％ 発行済株式数 68,116,823 100.00％

（注）募集後の内容につきましては、平成 21 年３月 31 日現在の所有株式数に基づき算出した所

有株式数及び所有比率を記載しております。 

 

（７）株主割当新株予約権の日程 

日程 内容 

平成 21 年８月 19 日 取締役会決議 

平成 21 年８月 19 日 有価証券届出書提出 

平成 21 年９月４日 有価証券届出書効力発生（予定） 

平成 21 年９月 11 日 基準日設定公告（予定） 

平成 21 年９月 30 日 基準日（予定） 

平成 21 年 10 月 16 日 株主割当新株予約権効力発生（予定） 

平成 21 年 11 月９日から 

平成 22 年５月 14 日まで 

行使期間（予定） 
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【ご参考】 

１．新株予約権の発行要項 

（１）新株予約権の名称 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社第２回新株予約権 

（２）新株予約権の数 

基準日（第５項で定義される。）の 終の発行済株式の総数（ただし、当社が有する当社株

式の数を控除する。）と同数とする。 

（３）割当方法 

株主割当の方法による。基準日（第５項で定義される。）現在の株主名簿に記載または記録

された株主に対し、その有する当社株式１株につき、１個の割合をもって、本新株予約権を割

当てる。ただし、当社が有する当社株式については、本新株予約権を割当てない。 

（４）新株予約権の払込金額 無償 

（５）基準日 平成 21 年９月 30 日（以下、「基準日」という。） 

（６）新株予約権の割当てが効力を発生する日 

 平成 21 年 10 月 16 日（以下、「効力発生日」という。） 

（７）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

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、本新株予約権の行使により当社

株式を新たに発行またはこれに代えて当社が有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式

の発行または処分を「発行」という。）する数は、33,718,762 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１株とする。） 

ただし、当該数は、当社の平成 21 年８月 19 日現在の発行済株式数の総数を基にしており、

基準日は平成 21 年９月 30 日であるため、変動を生じる可能性がある。また、第 11 項により

行使価額が調整される場合は、次に定める算式（以下、「割当株式数調整式」という。）をもっ

て割当株式数を調整する。 

①当社が第 11 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って調整される。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の

新株予約権に係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、現金による調整は行わない。 

 

 

 

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は第 11項に定める調整前行使価額及

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、現金による調整は行わない。 

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 11 項第２号及び第５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。 

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 
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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並びにその理由、調整

前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに新株予約権者に通知する。ただし、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。 

（８）新株予約権の行使期間 

本新株予約権の新株予約権者は、平成 21 年 11 月９日から平成 22 年５月 14 日までの間（以

下、「行使請求期間」という。）、いつでも本新株予約権の行使を請求することができる。 

（９）新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権は、一部行使はできないものとする。 

（10）本新株予約権の行使に際して出資の目的となる財産及びその価額 

1,011,562,860 円 

本新株予約権の行使により当社普通株式を交付する場合における株式１株当たりの出資さ

れる財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、30 円（以下、「当初行使価額」という。）

とする。 

なお、第 11 項第２号により、行使価額の調整が行われた場合は、発行価額の総額に新株予

約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加または減少する。また、

新株予約権の行使請求期間内に行使が行われない場合には、発行価額の総額に新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 

（11）行使価額の調整 

①当社は、本新株予約権の割当日後、本項第２号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済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。 

 

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次の定めるところによる。 

(ⅰ)本項第４号(ⅱ)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新たに交付す

る場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と

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若しくは新

株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求または行使による場合を除く。）の調

整後の価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込

期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下、「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)株式分割または株式無償割当により当社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、当社普通株式の無償割当について普通株主

交付株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋

時価 
調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋交付株式数 
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に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式

の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないときま

たは株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力

発生日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅲ)取得請求権付株式若しくは取得条項付株式であって、その取得と引換えに本項第４号

（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるも

のを交付する場合（無償割当の場合を含む。）または本項第４号（ⅱ）に定める時価を

下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権

付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む。）、調整後

の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権若しくは

新株予約権付社債その他証券または権利の全てが当初の条件で請求または行使されて

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（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合

は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日

がある場合は、その日の翌日以降にこれを適用する。上記にかかわらず、請求または

行使に際して交付される当社普通株式の価額が取得請求権付株式、取得条項付株式、

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券または権利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、当該価額の確定時点で発行されている取

得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証

券または権利の全てが当該価額の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株

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、当該価

額が確定した日の翌日以降に、これを適用する。 

(ⅳ)本号(ⅰ)から(ⅲ)の各取引において、その権利の割当のため基準日設定がされ、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は、本号(ⅰ)から(ⅲ)の定めにかかわらず、調整後の行使

価額は、当該承認のあった日の翌日以降、これを適用する。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、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

 

 

この場合に１株未満に端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わな

い。 

③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使額との差額が１円未満

にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を

必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に

(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

交付された当社普通株式数 
 

株式数＝ 
調整後行使価額 
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代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

④(ⅰ)行使価額調整式の計算については、１円未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切捨てる。 

(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終

値の平均値（当日付で終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、

円位未満少数第２位まで算出し、少数第２位を切捨てる。 

(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た数とする。

また、本項第２号(ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日

における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものと

する。 

⑤本項第２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、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完

全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ)その他当社の発行済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

行使価額の調整が必要とするとき。 

(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。 

⑥本項に定めるところ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

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な

事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、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。 

（12）本新株予約権の行使請求の方法 

①本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社が定める行使請求書（以下、「本

新株予約権行使請求書」という。）に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数を

表示し、請求年月日等を記載してこれに記名捺印した上、行使期間中に提出しなければなら

ない。 

②本新株予約権を行使しようとする場合、本新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予

約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を後記払込取扱場所の当社指定口座に

振り込むものとする。 

③後記行使請求書受付場所に対し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。 

（13）本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が後記行使請求受付場所に到着し、かつ第
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12 項第２号に定める振込みの入金が確認された日または本新株予約権を行使する日として本

新株予約権行使請求書に記載された日のいずれか遅い日に発生する。 

（14）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及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通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 17 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円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。）、当該資本金等増

加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

（15）本新株予約権の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

（16）本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。 

（17）本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

当社の現状及び今後の展開、方向性を広く株主の皆様にご理解を賜り、全株主の皆様に平等

にご支援及びご選択いただけますよう、株主割当の新株予約権による増資を選択いたし、新株

予約権に関する払込金額を無償といたしました。 

また、行使価額等の条件につきましては、当社の調達資金の必要額と当社株式の動向、株主

の皆様の新株予約権行使の有用性等を総合的に勘案した上で、時価より低い価額を設定いたし

ました。 

（18）行使請求受付場所 株式会社だいこう証券ビジネス 

（19）払込取扱場所 みずほ銀行 新宿南口支店 

（20）新株予約権原簿の管理 株式会社だいこう証券ビジネス 

（21）剰余金の配当 

剰余金の配当（会社法第 454 条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該

配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権の行使によ

り交付された当該普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が保有

する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

（22）その他 

前項については、金融商品取引法による効力発生を条件とする。 

 

以 上 


