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平成 22 年１月 12 日 

各  位 

会社名  株式会社 ECI 

代表者名 代表取締役社長 CEO 鈴木 幹雄 

（コード番号 4567 名証セントレックス） 

問合せ先 経営管理部長    角  政樹 

電話番号 03-5452-0662 

 

研究開発費調達などを目的とした 

第三者割当てによる第12回新株予約権発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年１月12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 

 

第三者割当による新株予約権発行 

１．募集の概要 

＜新株予約権の発行要項＞ 

(1) 本新株予約権の名称     株式会社 ECI 第 12 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     115 個（新株予約権１個につき 300 株） 

(3) 本新株予約権の払込金額    8,485,850 円（新株予約権１個につき 73,790 円） 

(4) 本新株予約権の割当日    平成 22 年１月 29 日 

(5) 本新株予約権の払込期日  平成 22 年１月 29 日 

(6) 当該発行による潜在株式数 34,500 株 

(7) 資金調達の額       1,008,985,850 円 

(8) 行使価額         １株当たり 29,000 円 

(9) 募集の方法                第三者割当の方法によりＯａｋキャピタル株式会社に全て割り

当てる。 

(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。 

 

２．第三者割当により発行される株式の募集の目的及び理由 

 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、健康食品卸売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、平成21年6月にIND（米国における新薬臨
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床試験開始届）の承認を得ており、現在、米国国立研究機関において非小細胞肺癌などを対象

とした臨床試験を実施しております。「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

活用した細胞動態解析装置TAXIScan（TAXIScan-FL及びEZ-TAXIScan）の販売と新製品の共同企

画・開発を進めています。細胞動態解析装置は、免疫細胞の走化性動態を観察できる世界で唯

一の装置であり、免疫細胞系制御に基づくがん等の新薬開発の切り札と成り得るものです。 

健康食品卸売事業では、海外から健康食品原料コタラヒムを輸入して富士フイルムホールデ

ィングス株式会社の取引先で、健康食品を取り扱っている株式会社環境クリエイト21に納入し

ております。 

しかしながら、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

臨床試験等の研究開発費を先行投資しております。また、他社との共同による受託研究を主な

収益としている創薬関連事業における研究協力金、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

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、がん治療薬 ECI301 および細胞動態解析装置 TAXIScan の事業推進に必要な資金の調達に

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 21 年 8 月 27 日に全ての権利行使が完了致しました。さらに平成 21 年 3 月 3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 10 回新株予約権の発行を決議し、当社の事業提携

先である Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社、第 9 回新株予約権割当先であるセノーテキャピタ

ル株式会社、岡本武之氏、松本義夫氏、岸田譲二郎氏に対して割り当てました。しかしながら、

当該第 10 回新株予約権の行使は平成 22 年 1 月 8 日現在で発行総数 60 個（株数 24,000 株）に

対して 43 個（株数 17,200 株）が未行使となっております。その大きな理由として、新株予約

権の主な譲渡先である Inno Bio Ventures Sdn.Bhd.社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、資金計画に相違が生じたためです。本件の調達方式が、新株予約権を発

行する方式となりましたのは、割当予定先が、当該方式を希望し、当社としましても、割当予

定先が当社の資金需要に柔軟かつ機動的に対応して頂けると判断したためです。 

今回の割当先の選定ですが、今般、資金調達の実現をより確実なものとすべく投資実績のあ

る国内の投資会社を選定することに致しました。具体的には当社を取材して投資レポートを作

成している株式会社ＫＣＲ総研（IR 支援サービル会社）より、潜在成長力の高い新興上場企業
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に対する投資を積極化している会社としてＯａｋキャピタル株式会社を紹介頂きました。割当

予定先であるＯａｋキャピタル株式会社は、金融危機後の混乱により、割安となった投資案件

が増えたことから、積極的な投資活動を開始しております。企業の潜在的な成長力を評価する

ことによって、その将来性に投資し支援することを投資スタンスとしております。投資対象は、

中小型新興市場の上場株投資を含めた成長事業支援投資と事業再編投資を二本柱としています。

このうち、上場株投資については、成長力を有しながらも現在の経済環境によって、資金調達

の制約から積極的な事業展開ができていない中堅企業が数多く存在していることから、それら

の企業の需要に応えるため、成長・再生支援投資に重点を置き、積極的に投資を行っています。

こうした先方の投資目的と多くの可能性を有するがん治療薬 ECI301 を有する当社とのニーズ

が合致したことから、今回割当予定先に選定しました。 

当社といたしましては、同社は上記のとおり投資事業を中心に事業を展開する東証2部上場企

業であり、投資業務が順調に進捗し、平成22年３月期第２四半期決算において、連結経常利益

６億31百万円、同純利益２億45百万円の黒字を計上しております。この結果、平成21年12月16

日に継続企業の前提に関する事項に関する重要な不確実性を全て解消しました。米国発金融危

機以降、投資業務を控えていましたが、現在の環境を好機と捉え、大型の資金調達を決定する

とともに、平成21年９月より投資を再開し、米国系投資会社とも業務の提携を行っています。

今回、当社のがん治療薬ECI301と細胞動態解析装置TAXIScan-FLの可能性を評価して頂いたこと

から、割当てを引受けることに了解が得られました。 

当社は同社の直近の財務諸表等から財産の存在を確認しており、自己資金による払込が行わ

れるとの確証を得ております。また同社は東京証券取引所に上場しており、同社から反社会勢

力とは関係ない旨の宣誓書を受領しており、かつ、反社会勢力とは無関係であるとの確証を紹

介者である株式会社ＫＣＲ総研からも得ております。 

また、割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社は、今回の本新株予約権の引受け及びそ

の行使後の当社株式の保有方針は純投資であり、当社の経営に介入する意思や支配株主となる

意思がないこと及び可能な限り市場動向に配慮しながら本新株予約権の行使及び売却をしてい

く旨の表明をしております。なお、当社と当該会社との間には、本新株予約権の発行による資

金調達に関するアドバイザリー業務の受発注関係があります。 

本新株予約権発行による資金調達が、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。 

今回の資金調達により、当面の資金需要が満たされ、米国でのがん治療薬ECI301の臨床試験

進行に伴うライセンス契約、細胞動態解析装置TAXIScan-FLの販売にも目処が付くことが予想さ

れるため、継続企業の疑義解消のためにも必要であると判断しており、既存の株主の方にとり

ましても必要な資金調達と考えております。 

 

  注記事項：今回の新株予約権発行に際し、第 10 回新株予約権引受者 3 名から、新株式等を発行

する場合に優先的に引き受ける権利を付与する、という優先条項に基づき、当該 3名自らが引受

けたい旨の主張をされています。この件について、当社としては弁護士とも相談した上で、①今
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までの新株予約権の行使実績、②資金面での裏付けがないこと、などの理由から、優先権を主張

されている 3名について、仮に優先的に割当てを行った場合においても、今後の行使が見込めな

いため、今回、優先的に割当てを行うことは出来ないと判断いたしました。当社としては、引続

き了解を得るための説明を行って解決を図っていく予定です。 

 

３．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） 

          (円)

  払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

新株予約権の発行時 8,485,850 4,000,000 4,485,850 

新株予約権行使時 1,000,500,000 50,000,000 950,500,000 

 

（注）１．本新株予約権の払込金額の総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

額の合計額は 1,008,985,850 円です。 

        ２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３．発行諸費用の内訳は次のとおりであります。 

         アドバイザリー会社への報酬  35,000,000 円 

              紹介者に対する紹介料     15,000,000 円 

       価値算定費用          4,000,000 円 

       ４．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、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

 

 （２）調達する資金の具体的な使途 

上記の差引手取概算額 954,985,850 円については財務基盤を安定させるための運転資金と

創薬(がん治療薬 ECI301)治験支援及び機器(細胞動態解析装置 TAXIScan：TAXIScan-FL 及び

EZ-TAXIScan)販売の事業支援に充当する予定です。具体的には、運転資金に、人件費 240 百

万円、オフィス賃貸料 72 百万円、監査費用 24 百万円、その他 14 百万円、合計 350 百万円

を充当する予定であります。充当期間は平成 22 年 2 月から平成 23 年 1 月までを予定してお

ります。創薬治験支援及び機器販売の事業支援には、治験支援費用 100 百万円、機器販売の

販売促進費用 50 百万円を充当する予定でおります。充当期間は平成 22 年 2 月から平成 23

年 1 月を予定しております。平成 23 年 2 月以降に残りの 454.98 百万円を運転資金と創薬治

験支援及び機器販売促進費用に充当する予定であります。 

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。従って、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、行使による払込をなされた

時点の状況に応じて決定いたします。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 
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平成22年２月～平成24年２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 

 がん治療薬ECI301に関し、引き続き内外の製薬企業とライセンス契約の交渉を行っています

が、契約の締結にはいたっておらず、依然として資金不足を解消すべき状況が続いております。

今回の資金調達はこうした目的に沿ったものであると考えております。 

 

４．発行条件等の合理性 

（１）本新株予約権の発行価額および行使時の払込金額の算定理由 

当社は、本新株予約権の発行価格については、有利発行に該当するか否かについての本新株

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、株式会社プルータス・コンサルティングが算定

した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 73,790 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 29,000 円とし、これは、取締

役会決議日に先立つ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取引日（平成 22

年１月８日）の終値 31,900 円の９．１％のディスカウント、1月８日までの１ヶ月間における

当社株式の普通取引の毎日の終値の平均値 30,017 円の３．４％のディスカウント、同３ヶ月

間の終値の平均値 31,855 円の９．０％のディスカウント、同６ヶ月間の終値の平均値 33,899

円の１４．５％のディスカウントとなります。 

かかる発行金額の算定については、実績のある第三者機関の評価算定書に基づいており、適

正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断しております。かかる判断に基

づいて、当社取締役会では今回の資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を考慮の上、本新株

予約権の条件について十分に討議、検討を行い、出席取締役全員の賛成により決議致しました。 

また、当社監査役３名全員（うち、社外監査役２名）から、本新株予約権の払込金額及び行

使価額を含む発行条件等は特に有利な金額ではなく、有利発行には該当せず適法である旨の意

見を得ております。 

 

（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 

平成 21 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数は 202,700 株で、本新株予約権が全て行

使された場合に発行される株式の総数は 34,500 株であり、希薄化率は 17.02%となります。 

このため、結果として当社株式の１株あたりの株式価値が希薄化することとなりますが、一

定の資本の充実により財務基盤の安定を図ることができ、創薬事業および創薬ツール供給事

業においても安定した研究開発および販売活動の促進によりの事業基盤を強化することが可

能となります。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。 
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今回の資金調達は、割当予定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、事業展開資金及び研究開発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。当社は株式数増加による希薄化の影響を上回るよう、主力で

ある ECI301 の臨床開発と TAXIScan-FL の販売促進を通じて、企業価値の向上に 善の努力を

尽くしてまいります。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化の規模が合理的であると判断してお

ります。 

 

５．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 Ｏａｋキャピタル株式会社 

割当新株予約権数 115 個（新株予約権１個につき 300 株） 

払込金額 8,485,850 円 

住所 東京都港区赤坂八丁目 10 番 24 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼 CEO 竹井博康 

資本金 

（平成 21 年３月 31 日現在） 

30 億 4,200 万円 

事業の内容 投資事業 

設立年月日 大正７年２月 22 日 

主要取引先 一般法人 

主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、㈱三菱東京 UFJ 銀行、㈱みず

ほコーポレート銀行 割当予定先の

内容 大株主 

（平成 21 年３月 31 日現在） 

エスアイエツクス エスアイエス エルテイー

デイー             5.67％ 

竹井博康            4.12％ 

エルエムアイ株式会社      4.02％ 

株式会社三博商会        1.39％ 

株式会社不二設計        1.18％ 

木村正明            0.94％ 

コメルツバンク（サウスイースト 

アジア）リミテッド       0.81％ 

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 
該当事項はありません。 

当社との関係 

営業取引 該当事項はありません。 
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営業取引以外の取引 当社と当該会社との間には、本新株予約権の発

行による資金調達に関するアドバイザリー業

務の受発注関係があります。 

人的関係等 該当事項はありません。 

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 

売上高（百万円） 24,340 17,084 2,302

経常利益（百万円） △2,096 △3,339 △1,087

当期純利益（百万円） △3,624 △4,331 △2,616

１株当たり当期純利益（円） △17.50 △20.92 △12.45

１株当たり純資産額（円） 45.02 23.97 10.43

（注）割当予定先の内容及び当社との関係の欄は、平成 22 年１月８日現在のものです。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社は、企業の潜在的な成長力を評価することによっ

て、その将来性に投資し支援することを投資スタンスとしております。投資対象は、上場株投

資を含めた成長事業支援投資と事業再編投資を二本柱としています。このうち、上場株投資に

ついては、成長力を有しながらも現在の経済環境によって、資金調達の制約から積極的な事業

展開ができていない中堅企業が数多く存在していることから、それらの企業の需要に応えるた

め、成長・再生支援投資に重点を置き、積極的に投資を行っています。こうした先方の投資目

的と多くの可能性を有するがん治療薬 ECI301 を有する当社とのニーズが合致したことから、今

回割当予定先に選定しました。 

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

のキャッシュフローを改善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

業会社と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Oakキャピタル株式会社に新株予約権を割り当てることを決議し

た次第です。なお、同社は東京証券取引所に上場しており、同社から反社会的勢力とは関係が

ない旨の宣誓書を受領しており、かつ、本割当ての引受先の紹介者である株式会社 KCR 総研の

調査結果から確認しております。 

 （注）本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けておこなわれたものではありま

せん。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社の当社株式の保有方針は、純投資であり、継続

保有に関する取り決めはありませんが、同社の幅広いネットワークを活用し資金供給をはじめ、

今後とも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。投資資金を回収す
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る際には、可能な限り市場動向に配慮しながら新株予約権の行使及び売却をしていく旨の表明

を行っております。 

また、当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないこ

とを確認しており、今後において当社の経営体制に変更が生じる可能性は極めて低いものと判

断しております。 

なお、本新株予約権については、その発行要項において、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の譲渡制限規定を定めております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容  

払込の確実性につきましては、当社は同社の直近の財務諸表等から財産の存在を確認してお

り、自己資金による払込が行われるとの確証を得ております。 

 

（５）株券貸借に関する契約等 

    当社と割当予定先との間において、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。 

 

 

６．募集前後の大株主及び持株比率 

 

募集前 

（平成 21 年 11 月 30 日現在） 

募集後（新株予約権が全部行使された場合）

（平成 22 年１月 29 日以降） 

金 澤 11.86% Ｏａｋキャピタル株式会社 14.54%

中国ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資株式会社 7.98% 金 澤  10.10%

金ヶ崎 士朗 4.14% 中国ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資株式会社 6.79%

ファイナンス＆テクノロジーInc. 2.27% 金ヶ崎 士朗 3.52%

泉 辰男 2.06% ファイナンス＆テクノロジーInc. 1.94%

有限会社オオエイ商事 2.03% 泉 辰男 1.75%

南開工業株式会社 1.90% 有限会社オオエイ商事 1.73%

木村 勤 1.77% 南開工業株式会社 1.62%

東洋システム株式会社 1.51% 木村 勤 1.51%

飯田 哲郎  1.35% 東洋システム株式会社 1.29%

(注)１．大株主につきましては、平成 21 年 11 月 30 日現在の株主名簿を基準に作成しております。 

  ２．本新株予約権の割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社は、本新株予約権が全て行使された場合、発

行後の総議決権数の 14.54%占める大株主となる可能性があります。しかしながら、同社につきましては、

本新株予約権の行使により取得する当社株式の保有目的は純投資であり、投資の回収に際しては、同社は、

可能な限り市場動向に配慮しながら新株予約権の行使及び売却をしていく旨の表明を行っております。よ

って今後において当社の経営体制に変更が生じる可能性は極めて低いものと判断しております。 
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７．今後の見通し  

（１）業績への影響の見通し 

平成 21 年 7 月 14 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。通期の業績につい

ては、上期予定していた受注と売上が下期に実現する見通しであり、変更いたしません（平成

21 年 12 月 3 日開示資料「平成 22 年 5 月期半期業績予想の修正に関するお知らせ」参照）。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。 

 

（２）企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当の発行による新株予約権の募集は、①新株予約権が全て権利行使された場

合でも希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（全て行

使された場合でも、支配株主の異動が見込まれるものではない）から、名古屋証券取引所の

定める適時開示等規則第 34条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続

きは要しません。しかしながら、既存株主保護の観点から必要と考え、経営陣から一定程度

独立した者として、社外監査役からの客観的な意見を、１月 12 日に開催された臨時取締役会

において求めました。本第三者割当増資の発行価額等の決定については、特に有利な金額と

はならないとの意見を述べております。また、今回の資金調達の必要性、第三者割当の方法

の選択、および株式の希薄化の規模については、資金不足を早急に解消することと、がん治

療薬と細胞動態分析装置の事業展開を行なう上で、その合理性、必要性、相当性から見て妥

当であるとの意見を述べております。 

 

（３）ECI301 の開発状況について 

ECI301 は、臨床試験申請が６月 10 日（米国時間）に米国食品医薬品局＊1（FDA）に正式承認さ

れ、米国国立加齢研究所＊2（NIA）にて第Ⅰ相臨床試験に着手しています。今回の ECI301 の臨

床試験は、放射線治療の適用癌（非小細胞肺癌など）の患者(被験者)を対象として、主として

ECI301の安全性および体内動態を確認するための治験を行うものです。NIAのプロトコールは、

投与量を段階に応じて増大していくことになっており、患者数は 15 名以上となっています。

現在実施している第Ⅰ相臨床試験では、安全性の検証を主目的に置きつつも、薬効についても

明らかになることが期待されています。 

 なお、平成 21 年 10 月 14 日の「米国国立加齢研究所（NIA）における ECI301 の臨床試験の

現状について」でお伝えしましたとおり、治験の状況等に関する詳細の公表につきましては、

NIH の臨床規定に基づき、正式な通知があるまでは差し控えるよう要請されておりますので、

当社としましては、正式な通知を受領次第、公表させて頂くとともに、今後につきましても

ECI301 の投与結果が出次第、慎重に入手データを分析し、公表させて頂く予定です。  

＊ECI301 について：ECI301 は、ヒトの体内に存在するケモカイン蛋白質のひとつである Macrophage 

Inflammatory Protein(MIP)-1αの誘導体ですが、放射線治療と併用した前臨床試験において、その

ほぼ半数の癌が、完全退縮し、その状態が継続するという劇的な癌縮小効果と延命効果が認められま

した。また、従来の化学系制癌剤と比べて副作用が殆どなく、さらに非放射線照射部位に対する癌縮
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小効果（アブスコパル効果＊3）を示すなど、そのユニークな治療効果が国内外で高く評価され、米国

の一流癌学会誌であります Clinical Cancer Research （14 巻、4 号、1159-1166 ページ、2008 年）

にも掲載されております（東大医学系研究科ならびに東大病院放射線科との共同研究）。 

ECI301 の臨床試験と並行して行っている、ECI301 に関するライセンス契約については、引き続き内

外の大手製薬企業と交渉を行っています。平成 22 年 1 月 8 日現在では、契約の締結には至っており

ませんが、今後新たな進展があり次第 IR 開示する予定です。 

＊1 米国食品医薬品局：日本の厚生労働省に当たる HHS（Department of Health and Human Services

＝保健社会福祉省）に属するアメリカの政府機関です。 

＊2米国国立加齢研究所：米国国立衛生研究所（NIH）の主要な傘下組織の一つです。癌、アルツハイマ

ー病、骨粗鬆症、動脈硬化症、変形性関節炎などの主として加齢に伴う疾患の研究しており、米国東

部メリーランド州ボルチモア市に1974年に設立されました。 
＊3 アブスコパル効果： 癌の放射線治療において、放射線照射した腫瘍から明らかに離れた腫瘍組織

が縮小または消失する効果のことです。当該効果は、遠隔転移腫瘍にも有効と思われます。 

 

 

８． 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） 

   

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

   （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12月31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 

決     算    期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

売     上    高 164 252 310

営   業   利  益 △1,316 △1,127 △1,279

経   常   利  益 △1,286 △1,182 △1,286

当  期  純  利  益 △1,455 △1,378 △1,979

１株当たり当期純利益（円） △12,395.97 △11,131.61 △11,881.49

１ 株当たり配当金（ 円） - - -

１ 株当たり純資産（ 円） 21,885.54 10,956.38 2,273.43

種類 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式総数 202,700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 
31,890株 15.73％

平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 

始 値 63,100円 20,900円 29,800円

高 値 75,000円 41,100円 40,000円

安 値 20,020円 6,240円 15,310円

終 値 20,900円 30,100円 37,000円
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② 近６か月間の状況 

 

③ 発行決議日の前営業日における株価 

 

 

（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

（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 

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

平成21年7月 8月 9月 10月 11月 12月

始 値 39,000円 36,500円 37,000円 33,100円 32,500円 33,100円

高 値 42,500円 39,950円 38,500円 39,900円 35,150円 33,300円

安 値 32,400円 33,800円 30,000円 30,000円 28,050円 28,520円

終 値 36,600円 36,600円 33,500円 32,850円 33,300円 28,950円

 平成 22 年１月８日現在

始 値 32,000 円

高 値 32,000 円

安 値 30,800 円

終 値 31,900 円

発行期日 平成 22 年１月 29 日 

調達資金の額 
8,485,850 円（発行時調達総額） 

1,008,985,850 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 
202,700 株 

増当該増資による

発行株式数 
34,500 株 

募集後における

発行済株式総数 
237,200 株 

割 当 先 Ｏａｋキャピタル株式会社（東証２部上場） 
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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 

割当先 JG キャピタルマネジメント株式会社 

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。 

   

 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 

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：38,500 株 

※ 当初割当先であるセノーテキャピタル株式会社より、金

澤、有限会社オオエイ商事、泉辰男、その他 5 名に新株

予約権の譲渡がなされ、当該譲渡先において平成 21 年９

月21日までにすべての行使が終了しました。それに伴い、

金澤、有限会社オオエイ商事、泉辰男は、当社大株主に

なりました。なお、金澤は当社主要株主であります。 

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 

割当先 セノーテキャピタル株式会社 

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 719 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。 

 

③第三者割当による第 10 回新株予約権発行 

発行期日 平成 21 年３月 23 日 
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④当社役員に対する第 11 回新株予約権発行 

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 

募集時における潜在株式数 当初行使価格（25,000 円）における潜在株式数：24,000 株 

行使期間 平成 21 年３月 23 日 ～ 平成 22 年３月 22 日 

現時点における行使状況 権利行使済株式数：6,800 株 

※行使済残高 

  セノーテキャピタル株式会社： 2,400 株（ 60 百万円） 

   その他 ４名       ：計 4,400 株（110 百万円） 

  【個人から個人への譲渡が 2件あり】 

※未行使残高 

Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.社 : 8,000 株（200 百万円）

セノーテキャピタル株式会社  ： 1,600 株（ 40 百万円）

その他 ３名         ： 7,600 株（190 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 

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 

支出予定時期 平成 21 年６月～平成 22 年 12 月 

現時点における充当 手取額 170 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。 

発行期日 平成 21 年６月 25 日 

調達資金の額 
1,000,000 円（発行時調達総額） 

500,000,000 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 
194,840 株 

募集時における潜在株式数 当初行使価格（50,000 円）における潜在株式数：10,000 株 

行使期間 平成 21 年６月 25 日 ～ 平成 25 年６月 24 日 

現時点における行使状況 権利行使済株式数：10 株 

※行使済残高 

  取締役 １名     ： 10 株（0.5 百万円）  

※未行使残高 

   取締役 3 名       : 8,990 株（ 449.5 百万円） 
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監査役 ３名     ：  1,000 株（ 50 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 

割当先 ・取締役 ３名 （内社外取締役１名） 

・監査役 ３名 （内社外監査役２名） 

支出予定時期 平成 21 年７月～平成 25 年７月 

現時点における充当 手取額 0.5 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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（別紙 1） 

＜新株予約権の発行要項＞ 

 

１．新株予約権の名称       株式会社ECI第12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       115個（新株予約権１個につき300株） 

３．本新株予約権の払込金額    8,485,850円（新株予約権１個につき73,790円） 

４．本新株予約権の割当日  平成22年１月29日 

５．本新株予約権の払込期日  平成22年１月29日 

６．当該発行による潜在株式数   34,500株 

７．資金調達の額         1,008,985,850円 

８．行使価額           １株当たり29,000円 

９．募集の方法          第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をＯａｋキャピ

タル株式会社に割当てる。 

10．新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 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。 

(2) 本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有

する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、

300 株（以下「対象株式数」という。）とする。 

 本新株予約権の目的である株式の総数は 34,500 株とする。 

ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式によ

り対象株式数を調整する。 

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割又は併合の比率 

また、割当日以降に、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分（ただ

し、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く）、合併、会社分

割又は株式無償割当てを行う場合等、対象株式数を変更することが適切な場合は、当社は必要

と認める調整を行うものとする。 

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る第 10 項による行使価額の調整に関し、同

項に定める調整後行使価額を適用する日以降これを適用する。 

(3) 上記(2)に基づき対象株式数の調整を行った場合において、調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てる。 

11．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(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、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の本新株予約権１個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じ

た金額とし、計算の結果生じた１円未満の端数は四捨五入するものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が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、29,000円とする。ただし、第12項の規

定に従って調整されるものとする。 

12．行使価額の調整 
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(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は四捨五入するものとする。 

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これ

を適用する。 

１ 
調整後行使価額＝調整前行使価額 × 

分割又は併合の比率 

 (2)  当社は、本項第(1)号の場合のほか、本項第(3)号に掲げる各事由により当社普通株式が交

付される場合は、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。 

交付普通

株式数 
×

1株当たりの 

払込金額 

 

既発行普通 

株式数 

 

＋
時 価 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

(3) 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、次に定めるところによる。 

①本項第(5)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交付する場合

（ただし、当社の発行した取得請求権付株式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もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求

又は行使による場合を除く。）、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、募集の

ための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式分割又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及び株主（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。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(5)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旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）

又は本項第(5)号②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

予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券も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、新株予約権もしくは新株予約

権付社債その他の証券又は権利の全てがその発行時点の行使価額で請求又は行使されて当社

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

（新株予約権又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

これを適用する。 

上記にかかわらず、請求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、

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定してい
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ない場合、調整後の行使価額は、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、新

株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条

件で請求又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、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当ての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

しているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、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取引の承認

が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

通株式の交付株式数を決定するものとする。 

（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

内に交付された当社普通株式数 
 

株式数＝ 
調整後行使価額 

ただし、行使により生ずる１株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 

(4) 本項第(1)号から第(3)号までの規定にかかわらず、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代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた

額を使用する。 

(5) ①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(3)号

④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品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（当日付け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、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の数を控除した数とする。また、本項第(1)

号及び第(3)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、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｡ 

(6) 本項第(1)号及び第(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。 

①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。 

②その他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

の算出に当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
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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、本項第(1)号に示される株式

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．本新株予約権の行使期間 

平成22年１月29日から平成24年１月28日までとする。ただし、第15項に従って当社が本新株予約

権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日まで

とする。 

14．その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。また、各本新株予約

権の一部行使はできない。 

15．新株予約権の取得事由 

(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、当該取引日の２週間前までに取得の対象となる本新

株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において、本新株予約権１個

につき73,790円で、当該取得日に残存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。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社

取締役会が決定する方法により行うものとする。 

(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、会社法第273条第２項及び第３項の

規定に従って、当該取得日の２週間前までに取得の対象となる本新株予約権者に対する通知ま

たは公告を行うことにより、当該取得日において、本新株予約権１個につき73,790円で、当該

取得日に残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 

16．新株予約権の譲渡制限 

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。 

17．新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

18．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取り決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てるものとする。 

19．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り上げた額とする。）、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。 

20．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、当社の定める行使請求書に、必要事項を
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記載してこれに記名捺印したうえ、第11項に定める行使期間中に第22項記載の行使請求受付場

所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本新株予約権者は、前号の行使請求書を第22項記載の行使請

求受付場所に提出し、かつ、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現

金にて第23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の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

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が前号に定める口座に入金され

た日に発生する。 

21．株券の不発行 

当社は、行使請求により発行する株式にかかる株券を発行しない。 

22．行使請求受付場所 

当社 経営管理部 

23．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 六本木支店 

24．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１株当たりの財産の価額について、本新

株予約権及び本新株予約権に係る総数引受契約の諸条件を考慮して、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結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を

第３項記載のとおり73,790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１株当た

りの財産の価額は第８項記載のとおりとする。 

25. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

(2) 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。 

(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 

 

 

【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 12 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。 

 


