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第三者割当による行使価額修正条項付き第３回新株予約権（ＭＳワラント）の 

発行に関するお知らせ 
 
当社は、平成２１年９月２９日開催の取締役会において、第三者割当による第３回新株予約権（ＭＳワラ

ント）の発行に関し決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１． 第三者割当による新株予約権発行の目的と理由 
（１）新株予約権発行の目的 

当社グループは、前期より金融市場の信用収縮、公共投資の減少傾向、建設関連投資の減少、熾烈な

価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準法による設計業務の長期化等といった当社グ

ループの事業を取り巻く環境が非常に厳しいものとなっております。 

これにより前期においては売上高の大幅な減少、それに伴う多額の営業損失及び経常損失を計上し、

また貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失も多額に計上することとなり、当社の純

資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に付与されている財

務制限条項に抵触しております。また一部の金融機関の借入等に関しましても期限の利益を喪失した状

態となっております。当期においても経済状況、事業環境の早期の改善は望めるようなものでなく、当

社グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループはこの状況を解消するために組織再編を行うこととし、市場環境の変化に対応できる組

織編成と経営資源の戦略的シフトという基本方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算

会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関

等への支援要請によって、財務体質の改善と経営資源の効率化を図り、経営の安定化を目指してまいり

ました。 

この結果、当社の連結子会社は２３社から７社まで減少させ、今後も主要取引金融機関との交渉を踏

まえ、組織再編に取り組むと共に、さらに保有不動産の売却及び貸付金の回収を推進することで、早期

に当社の財務体質の改善と経営資源の効率化による安定した経営基盤の再構築を達成するべく努力し

てまいります。 

しかしながら、当期の事業状況及び上記施策の進捗状況から当期中に債務超過に陥る可能性もあり、

早急に資本強化の必要性が生じております。加えて当社の資金計画上においても借入金返済資金、運転

資金が要する状況であり、事業資金の確保は当社にとって急務であります。 
よって当社の現状と今後の計画につき理解が得られ、かつ事業面においても様々な形で協力が得られ

る方々を対象として、平成 21年 9月 14日決議の第三者割当による新株式発行に続き、 
第三者割当による新株予約権の発行による資金調達について実施するものであります。 



（２）新株予約権発行の方法を選択した理由 
  先に述べましたとおり、当社は前期より取り組んでまいりました組織改編及び経営資源のシフト化によ

る経営基盤の再構築の途上にあります。当社は現在、取引金融機関との間で借入金の一部につき期限の利

益を喪失しているものがあり、現在新規に資金借入を行なえる状況にありません。よって、所要事業運転

資金及び借入金の返済のための資金は、当社の現状及び事業計画につきご理解・賛同いただいた方々を対

象とした第三者割当による新株式の発行による資金調達で実施する以外の選択肢は非常に限られており

ました。この状況の中で、平成 21 年 9 月 14 日の第三者割当による新株式発行を決議しましたが、限ら
れた割当先の中から短期間に多額の資本注入をいただくことには限度があったため、この度の第三者割当

による新株式の発行を行う割当先の中から、今後も引き続き資本注入をいただくことに合意していただい

ている方々を対象として、新株予約権発行の方法による資金調達を実施することといたしました。 

  新株予約権であるため、行使時期については、行使期間中のどこで行うか確定できませんが、 

 割当先の大橋清孝氏および株式会社メディリンクとは、当社のグループ再編に伴う進捗に合せて、 

 行使を行うことで基本的に合意しております。これが行使されることにより、今回の資金調達額（差引手

取概算額）500,100千円の資金調達が実施できることとなり、財務体質の改善が見込まれる為、新株式発

行による希薄化を考慮しても当社の企業としての価値を向上させるものであることから、既存株主様にと

ってもプラスに作用するものと考えております。 

  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し、以下のような点を総合的に勘案した結

果、本資金調達方法が現時点における最良の選択であると判断しました。 

   

  【本資金調達方法の特徴】 

① 当社の資金需要や株価動向を総合的に判断したうえで、柔軟な資金調達が可能であること。 

② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は10,000,000株で一定であるため、株価動向によらず、

最大希薄化株式数は限定されていること（発行済株式数に対する最大希薄化率は 22.79％＝

10,000,000株÷43,876,701株） 

③ 本新株予約権の行使価額には上限が設定されていないため、株価上昇時には調達金額が増大すると

いうメリットを当社が享受できること 

④ 本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができること。 

⑤ 割当先である大橋清孝氏および株式会社メディリンクは、本新株予約権の行使により取得する当社

普通株式を原則として中長期保有する意思を有しており、かかる当社普通株式に関連して株券貸

借に関する契約を締結する予定はないこと。 

⑥ 行使価額修正条項付きの新株予約権の場合、コンスタントに行使が行われやすいため、行使により発行され
た株式の売り圧力がコンスタントに生じてしまい、その結果として株価の下落局面では更なる株価の下落と

なったしまうデメリットはあること。 

⑦ 本新株予約権の当初行使価額は発行決議日の前日の終値の110％と、時価よりも高く設定されていますが、割
当日以降は上方だけでなく下方にも修正されます。行使価額の修正は修正日の終値又は修正日に先立つ 60

取引日に始まる60日連続取引日のVWAPのいずれか低い方の90％に相当する金額に修正されます。 

⑧ 本新株予約権の行使価額には下限価額が設けられており、当初行使価額の39 ％です。この下限価額が存在す
ることで上記⑥のような更なる株価下落局面になったとしても歯止めとなることにより既存株主様の不利

益を最小限に抑えることが可能です。 

 

 



【他の資金調達方法との比較】 

① 公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に一株当たり利益の希薄

化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。 

② 株価に連動して行使価額が修正される行使価額修正条項付き新株予約権の発行条件及び行使条件

等は多様化していますが、一般的には、行使により交付される株数が行使価額に応じて決定され

るという構造上、行使の完了まで行使により交付される株式総数が確定しないため、株価に対す

る直接的な影響が大きいと考えられること。 
③ 行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受でき

ず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達という目的達成が困難となること。 

 
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） 
    ・本新株予約権に係る調達資金  535,000,000円 

     本新株予約権の払込金額の総額 15,000,000円 

     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 520,000,000円 

  ・発行諸費用      34,000,000円 

  ・差引手取概算額 501,000,000円 

 

上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。な

お、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加または減少します。また、

本新株予約権の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消却した場合

には上記金額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 
①借入金返済のための費用として501,000千円 

直近では平成21年8月13日に発表しました「平成22年3月期 第一四半期決算短信」の P.4定性

的情報・財務諸表等 4.その他 (4)継続企業の前提に関する重要事項等や、 平成21年8月14日に

関東財務局に提出した「第6期第一四半期報告書」のP.5 第一部【企業情報】第2【事業の状況】

4【財務状態、経営成績及びキャッシュフロ－の状況の分析】（3）業務上及び財務上の対処すべ

き課題 にもありますとおり、前会計年度末の純資産額が480百万円となった結果、金融機関各

社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制限条項に抵触しており、一部の金融

機関の借入等に対して期限の利益を喪失しております。 

当社は、平成21年7月末時点において金融機関28行より合計6,106百万円の借入を行っておりま

す。また、金融機関からの新規借入が困難な事から、複数の取引先より合計8,703百万円の借入

を行っております。 

昨年、平成20年10月からの資金繰りの悪化により、取引先に対し当社の経営状態をご理解いた

だき、支払いの猶予を受けてまいりました。今後の返済計画につきましては、借入先との交渉で

調整・決定してまいりますが、一部の取引先からの借入については、手形貸付による借入や、無

担保での借入を行い資金を廻しており、現在の資金難の状況下では10月以降の資金繰りも非常に

困難な状況となっていることから、増資で調達する資金501,000千円をこれら取引先に対する手

形貸付による借入と無担保借入の返済にあてることといたします。 



 

（３）調達する資金の支出予定時期 
①本新株予約権による調達資金につきましては、平成 21年 10月 16日から平成 22年 10月 15
日までの権利行使期間中に、権利行使に伴う払い込み後、順次、返済資金として支出してまいり

ます。 
 
（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

当社グループが現在の厳しい経営環境の下で当社が進めております経営基盤の再構築を達成

するためには、まず早期に債務超過に陥る可能性もある財務基盤の強化を図ることが必要であ

り、加えて当社の現状の資金計画においても資金需要の観点からも早急に運転資金の調達が必

要であります。当社が現状を打破し、着実に企業基盤を確立させ、業績回復を果たして企業価

値を向上させるためには上記の通りに財務体質強化とキャッシュフロー改善は不可欠であり、

かつ現在の最優先課題でもあり、よって当社と致しましては、この度調達した資金に関する資

金使途としては極めて合理的であると判断しております。 

 
３．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 
（１）最近３年間の業績（連結）（単位：千円） 

決 算 期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 
売 上 高 35,175,745 36,965,379 26,660,054 
営 業 利 益 631,314 745,358 △1,347,859 
経 常 利 益  744,674 594,075 △1,787,173 
当 期 純 利 益   1,089,127 211,774   △5,939,835 
１株当たり当期純利益（円） 50.73円 7.76円 △217.78円 
１株当たり配当金（円） 14.00円 12.00円 0.00円 
１株当たり純資産（円） 250.47円 243.59円 15.95円 

 
（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 43,876,701株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
10,000,000株 22.79％ 

下限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
10,000,000株 22.79％ 

上限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
10,000,000株 22.79％ 

 
 
 
 
 



 
（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 
第 3回新株予約権（第三者割当） 
発 行 期 日 平成 21年 10月 16日 
調 達 資 金 の 額 535,000,000円 
募集時における発行済株式数 43,876,701株  

当該増資による発行株式数 10,000,000株 

募集後における発行済株式総数 53,876,701株  
割 当 先 大橋清孝、株式会社メディリンク 
現時点における充当 状況 借入金の返済 

 
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
第 1回新株予約権（第三者割当） 
発 行 期 日 平成 18年 3月 20日 
調達資金の額 16億 7千万円（差引手取概算額、当初行使価額：1株当り 470円） 
募集時における

発行済株式数 
16,876,701株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
5,000,000株 

募集後における

発行済株式総数 
21,876,701株 

当初の資金使途 運転資金及びＭ＆Ａ資金 

支出予定時期 平成 18年 3月 20日より随時 
現時点における 
充当状況 

運転資金及びＭ＆Ａ資金に充当済 

 
 第 2回新株予約権（第三者割当） 
発 行 期 日 平成 18年 12 月 7日 
調達資金の額 15億 9千万円（差引手取概算額、当初行使価額：1株当り 354円） 
募集時点におけ

る発行済株式数 
21,876,701株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
5,400,000株 

募集後における

発行済株式総数 
27,276,701株 

当初の資金使途 運転資金、投資事業及び借入金返済 
支出予定時期 平成 18年 12月 8日より随時 
現時点における 
充当状況 

運転資金、投資事業及び借入金返済に充当済 

 



 
第三者割当増資 
発 行 期 日 平成 21年 9月 29日 
調達資金の額 2億 9,880万円（発行価額：18円） 
募集時点におけ

る発行済株式数 
27,276,701株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
16,600,000株 

募集後における

発行済株式総数 
43,876,701株 

割 当 先 
日新住建株式会社、江草吉成、大橋清孝、株式会社電音メディアコンテンツ、

株式会社メディリンク、株式会社東京スコットマネジメント 
支出予定時期 平成 21年 9月 29日より随時 
現時点における 
充当状況 

借入金返済及び運転資金に充当 

 
 

（５）最近の株価の状況 
 ①最近 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 411 342 262 

高  値 414 406 262 

安  値 293 248 8 

終  値 342 267 10 

  
 
②最近 6ヶ月の状況 

 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

始  値 11 10 15 20 20 17 

高  値 18 28 25 22 22 21 

安  値 8 10 15 18 15 16 

終  値 10 16 25 20 17 19 

 
③発行決議前日における株価 

 平成 21年 9月 28日現在 
始  値 42 

高  値 47 

安  値 39 

終  値 47 
 
 



４．募集後の大株主及び持株比率 
募集前（平成 21年 3月 31日現在） 募集後（新株式の第三者割当後） 

株式会社SFCG 32.06% 大橋 清孝 19.67% 

塩見 信孝 10.33% 株式会社SFCG 16.24% 

塩見 しんゆう会 3.4% 株式会社メディリンク 12.99% 

藤原 正友 2.31% 江草 吉成 7.42% 

平元 義明 1.82%  株式会社電音メディアコンテンツ 3.71% 

難波 清孝 1.28% 株式会社東京スコットマネジメント 3.71% 

佐々木 秀吉  1.13% 塩見 信孝 2.09% 

エイチエスビーシー バンクビー

エルシー クライアンツ ノンタッ

クス トリーティ 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店カストディ業務部） 

1.10% 日新住建株式会社 1.86% 

田地井 信行 0.98% 藤原 正友 1.17% 

久藤 志津香 0.59% 平元 義明 0.92% 

（注）増資後の持株比率は、平成 21年 3月 31日現在の株主名簿上の株式数に、平成 21年 9月 14日
当社決議の第三者割当増資による新株式の発行が行われたものに本件増資で増加する株式数を

加算して求めたものであります。又、募集後の当社代表取締役塩見信孝の所有割合は平成 21 年
4月 28日に同氏が中国財務局に提出した大量保有の変更報告書に基いて記載しております。 

 
５．業績への影響の見通し 

当該第三者割当による新株予約権発行によって調達する資金は前記の通り、当社の財務体質改

善及び事業運転資金のために充当する予定と致しておりますが、現時点において本件が当期の連

結業績へ与える影響は軽微であると考えております。なお、本第三者割当による新株予約件の発

行が当期の連結業績に影響を与えることが見込まれる場合には速やかに開示いたします。 

 

６．発行条件等の合理性 
（１）発行価額の算定根拠 

本新株予約権の発行価格につきましては、第三者機関に算定を依頼し、本発行要項および割当

先との間で締結する第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、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結果に、公募増資の場合の発行条件等との

比較による検討結果を加味して、本新株予約権1個の払込金額を金150,000円としました。 

さらに、本新株予約権の行使に際して支出される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じ

た額とし、行使価額は当初、平成21年9月28日の大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値を10％上回る額としました。 

なお、発行価額及び行使価額に関しましては、本新株予約権の発行により企図される目的が達

成される上で、公正に算出されており、有利発行ではなく、合理的であると判断しております。 



（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式の発行数は現在の発行済株式数43,876,701株に対して

10,000,000株増加し22.79％の希薄化を招くことになります。これは当社普通株式の流通市場に

与える影響と致しましては、株価の下落の可能性を否定できません。 

しかしながら、現在の厳しい経済情勢の中で上場企業としての責務である、業績の早期回復

及び安定的な事業基盤の確立を図るためには、特に当社株式の上場維持に関わる債務超過を回

避することは当社の株主の方々の利益を考慮した場合には必要不可欠であると判断いたして

おります。 

加えて前期から取り組んで参りました組織改編と経営資源の集中により当社の企業価値を

向上させるためにも今回の資金調達は不可欠であるとの判断でもあります。 

そうした中で、今般の割当先である皆様方には当社の現状と事業計画を充分にご理解いただ

き、当社の経営基盤安定の実現に関しご賛同いただく機会を得ることができたことにより、今

回の発行が実現する運びとなっております。この度の第三者割当による新株発行により調達し

た資金により、財務基盤強化とキャッシュフロー改善は当然の事ながら当社の企業としての価

値を向上させるものである事は言うまでもありません。よって現在の当社の状況下では、資金

調達に関して最良の選択肢であると考えております。 

従いまして、今回の発行数量および希薄化を考慮いたしましても、その希薄化によるデメリ

ットを上回る大きな効果が期待できると考えており、ひいては、既存株主の皆様にも安定した

事業基盤確立による企業価値の向上による効果をもたらすものと判断しております。 

上記の理由により、今回の発行数量および希薄化に関しましては、充分に合理的な規模での

発行であると考えております。 

 
 
７．割当先の選定理由 
（１）割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 大橋 清孝 

割当新株予約権数 50個 

払込金額 金7,500,000円 

住所 大阪市東成区 
割当予定

先の内容 現在の役職 
㈱大阪岡本産業 代表取締役 

日本鉄盤㈱ 代表取締役 

当社が保有している割当予定先

の株式の数 
該当事項はありません。 

出資 

関係 割当予定先が保有している当社

の株式の数 
5,600,000株 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
 
 
 
 



割当予定先の氏名又は名称 株式会社メディリンク 

割当新株予約権数 50個 

払込金額 金7,500,000円 

住所 愛知県豊田市扶桑町五丁目８番地 

代表者の氏名 代表取締役 吉田 清示 

資本金の額 1億3,300万円 

事業の内容 医療機器の製造、販売 

割当予定先 

の内容 

大株主及び持株比率 
吉田 清示 50.0％  

吉田 光子 25.0％ 

当社が保有している割当予定

先の株式の数 
該当事項はありません。 

出資関係
割当予定先が保有している当

社の株式の数 
2,000,000株 

取引関係等 該当事項はありません。 

当社との 

関係 

人的関係等 該当事項はありません。 

 
（２）割当先を選定した理由 

当社は前期より取り組んでまいりました組織改編及び経営資源のシフト化による経営基盤の

再構築の途上にあります。当社は現在、取引金融機関との間で借入金の一部につき期限の利益を

喪失しているものがあり、現在新規に資金借入を行なえる状況にありません。よって、所要事業

運転資金及び借入金の返済のための資金は、当社の現状及び事業計画につきご理解・賛同いただ

いた方々を対象とした第三者割当による新株式の発行による資金調達で実施する以外の選択肢は

非常に限られております。 

前回の平成21年9月14日当社決議の第三者割当による新株式発行に伴う割当予定先選定にあ

たり、上記の事項を理解して頂ける割当先を証券会社やコンサルティング業者を通じて探しまし

たが、その中で当社取締役の知人を通して日新住建株式会社、江草 吉成氏、大橋 清孝氏、株式
会社電音メディアコンテンツ、株式会社東京スコットマネジメント および、株式会社メディリン
クの紹介を受けました。 

日新住建株式会社、江草 吉成氏、大橋 清孝氏、株式会社電音メディアコンテンツ、株式会社
東京スコットマネジメントおよび、株式会社メディリンクは、当社が直面している資金面での事

情や、当社の今後の事業戦略に対してもご理解いただいており、払込期日における払込について

も了解をいただけたということで、日新住建株式会社、江草 吉成氏、大橋 清孝氏、株式会社電
音メディアコンテンツ、株式会社東京スコットマネジメント および、株式会社メディリンクを割
当予定先に選定いたしました。 

  この割当先の中から、今後も引き続き資本注入をいただくことについて合意いただき、また、

当社のグル－プ再編に伴う進捗に合せて行使を行うことに合意いただけた、大橋清孝氏および株

式会社メディリンクを対象として新株予約権発行の方法による割当を実施することといたしまし

た。 

引受予定先に関しての調査も第三者機関を通じて行い、当社も反社会的勢力との関わり等一切

無いことを確認しております。加えて割当予定先より当社株式に関する保有方針について、中長

期保有する旨の確約書を取得しております。 

（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）割当先の保有方針及び行使制限措置 
各割当先からは、当社株式の保有方針について、中長期的に保有する旨の確約書を取得してお

ります。 なお、各割当先とは、払込日から 2年間において、当該割当株式の全部または一部の
譲渡を行なうこととなった場合には、当該譲渡を受けた者の氏名または名称及び譲渡株式数等の

内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該内容を大阪証券取引所に報告すること、

ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき確約する旨の契約を締結する予定です。 
また、当社と各割当先とは当該第三者割当による新株予約権発行に伴い、株式会社大阪証券取

引所が定める企業行動規範に関する規則第5条、同取扱い1（1）～（6）までの定めに基づき、

MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じております。 
 
（４）株券貸借に関する契約について 
  該当事項はありません。 

  
８．反社会的勢力排除の方針等 
（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社及びグループ会社は反社会的勢力との関係を遮断するために、管理本部総務部を統括対応部署とし

て、毅然とした姿勢で組織的に対応するものとし、必要に応じ、所轄警察等との連携を図り不測の自体に

備えることを基本方針としております。 万一、反社会的勢力による不当要求等の問題が生じた時は、代

表取締役社長の指揮のもと、所轄部門である管理本部総務部が事務局となり、顧問弁護士等と連携のうえ、

適切な対応を行うことといたします。 
 
（２）割当予定先が反社会的勢力ではないことについて 

当社は、平成 21年 9月 14日決議の第三者割当による新株式の発行および本新株予約権の発行にあた
り割当先が反社会的勢力と関係がない旨の表明を受けております。また、自社面談等による調査に加え、

第三者の信用調査会社に調査を依頼し、割当先が反社会的勢力とは関係がない旨の報告を受けております。 
 

以 上



 
株式会社塩見ホールディングス第３回新株予約権（第三者割当て） 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称  

株式会社塩見ホールディングス第３回新株予約権（第三者割当て)(以下「本新株予約権」という｡）  

２．申 込 期 間  

平成21年10月16日  

３．割 当 日  

平成21年10月16日  

４．払 込 期 日  

平成21年10月16日  

５．募 集 の 方 法  

第三者割当ての方法により、本新株予約権のうち50個を大橋清孝氏に、50個を株式会社メディリン

クに割当てる。  

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数  

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式10,000,000株とする（本新株予約

権１個当りの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は100,000株とする｡）。但し、下記

第(２)号乃至第(４)号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。  

(２) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式数は

次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算

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。 

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 

  (３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第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。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株

予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びそ

の適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11項第(２)号⑤に定める場合その他適

用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数  

100個  

８．各本新株予約権の払込金額  

金150,000円（本新株予約権の目的である株式１株当り1.5円）  

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。  

 



(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当りの金銭の額（以下「行使価額」とい

う｡）は、当初52円とする。  

10．行使価額の修正  

第16項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前

取引日の大阪証券取引所市場第二部における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）又は修正日に先立つ60取引日に始まる60日連続取引日の大阪証券取引所市場第二

部における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）のいずれか低い方の90％に相当する

金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効

な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額

に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が20円（以下「下限行使価額」といい、第11

項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。  

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、

当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。 

11．行使価額の調整  

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、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。 

    
新発行・ 

処分株式数 
× 

1株当りの 

払込金額 
新発行 

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 ＋ 新発行・処分株式数 

(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 下記第(４)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新たに発行し、又は当社

の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会

社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡）  

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割

当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを

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 株式の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、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。  

③ 下記第(４)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定めのある取得

請求権付株式又は下記第(４)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｡）を発行又は付与する場合  

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条

件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、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には、その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又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｡）の取得と引換えに下記第(４)号②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。  

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、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。この場合において、当該基準

日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求を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。 

（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、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。  

(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価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に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)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、小数第２位を四捨五入する。  

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の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（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、小数第２位

を四捨五入する。  

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、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、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１

ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株

式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤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、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まな

いものとする｡  

(５) 上記第(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、本新株

予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。  

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると

き。  

② その他当社の普通株式数の変更又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。  

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、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) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が

第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記第(２)号に基づく行使価額の調整は行わ

ないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする｡  

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適

用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日

の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、

上記第(６)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う｡  

12．本新株予約権を行使することができる期間  

平成21年10月16日から平成23年10月15日までとする。  

13．その他の本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。  

14．本新株予約権の取得  

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の

翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得

日に、本新株予約権１個当り150,000円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株

予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方

法により行うものとする。  

(２) 当社は、当社が株式交換又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

承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得

日に、本新株予約権１個当り150,000円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株

予約権の全部を取得する。  

15．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及び資本準備金  

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17条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、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り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より

増加する資本金の額を減じた額とする。  

16．本新株予約権の行使請求の方法  

(１) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第19項

記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。  

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む

ものとする。  

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部

の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に

定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行  

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

 

 



18．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  

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般

的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として算定した結果に、公募増資の

場合の発行条件等との比較による検討結果を加味して、本新株予約権１個の払込金額を金150,000円と

した。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項記載のとおりとし、行使価

額は当初、平成21年9月28日の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を10％上回る額

とした。  

19．行使請求受付場所  

株式会社塩見ホールディングス広島支店  

20．払込取扱場所  

株式会社愛媛銀行 広島支店  

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等  

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい

て同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構

の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。  

22．振替機関の名称及び住所  

株式会社証券保管振替機構  

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号  

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）本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、当

社が現在獲得できる最善のものであると判断する。  

（３）その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。  

 

以 上 
 

 


