
 

 
 
 
 
 
 

 
平成 22 年６月 14 日 

各      位 
会 社 名  Ｏａｋ キャピタル株式会社 
代表者名  代表取締役会長兼 CEO 竹井 博康 

（コード番号 3113 東証第二部） 
問合せ先  常務執行役員管理本部長 品田 耕一 

    （TEL．０３-５４１２-７４７４） 
 

「株主割当による新株予約権の無償発行についての Q&A」の策定に関するお知らせ 
 
 当社は、平成22年６月４日付で「株主割当による新株予約権の無償発行に関するお知らせ」を公表し 

ております。 

 
つきましては、当社の株主の皆様等に、今回の「株主割当による新株予約権の無償発行」につきまし

て一層理解を深めていただくために、添付の「株主割当による新株予約権の無償発行についてのＱ＆Ａ」

をご用意いたしましたので、お知らせいたします。 

 
                            以 上 



 

「株主割当による新株予約権の無償発行」についてのＱ＆Ａ 

 
１．新株予約権とは何ですか。 

発行会社からその新株式の発行を受けることができる権利のことです。 

 

２．新株予約権のメリットは何ですか。 

新株予約権を行使し新株式の発行を受けた場合、その株式の時価が行使価額を上回っていた場合、
その差額を享受できるメリットがあります。 

 

３．なぜ株主割当方式としたのですか。 

第 146 期より３期連続で無配が続いている状況に鑑み、長きにわたるご支援をいただいております株主 

の皆様へ深い謝意を表することが目的です。株主の皆様に対しまして一定の行使期間を設けることで、 

より幅広い投資機会の提供に資するという観点からでございます。 

 

４．新株予約権の「○個」と「○株」はどのような違いがありますか。 

新株予約権の単位が「個」となり、新株予約権を発行する際に、１個が行使された場合に何株を発行す 

るかを決めることができます。 

新株予約権の権利行使は、「株」単位ではなく、「個」単位となります。 

 

５．新株予約権の割当ての対象となるのは誰ですか。 

平成 22 年９月 30 日時点の全ての株主の皆様（平成 22 年９月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録さ 

れた全ての株主様）に割当てられます。なお、基準日とは、この平成 22 年９月 30 日を指します。 

また、新株予約権の割当てを受けるための申込み等のお手続きは必要ございません。割当ての対象とな 

りました株主の皆様に自動的に割当てを行います。 

 

６．権利行使とは何ですか。 

権利行使期間（下記７．ご参照）に新株予約権を使って権利行使価額（１株当たり 220 円）を支払うこ 

とにより当社の普通株式を取得していただくことです。 

 

７．いつから権利行使できますか。 

権利行使は、平成 22 年 12 月１日～平成 23 年 11 月 30 日までの期間を権利行使期間としておりますので、

その期間中であれば、所定のお手続き（下記 20.ご参照）をもって権利行使できます。 

 

８．保有株式１株当たり何株の株式を取得することができるのですか。 

保有株式１株につき新株予約権１個が割当てられ、その権利行使をすることによって新株予約権１個当 
たり 0.25 株の株式を取得することができます。 

 

９．発行価額は無償とありますが、株式を取得するに際して資金負担は発生しないということですか。 

新株予約権という権利自体は、無償で割当てられます（株主の皆様の資金負担は発生しません）。ただし、

この権利を行使して株式を取得される場合は、株式１株当たり 220 円（行使価額）が必要となります。 

※従いまして、新株予約権１個の行使にあたり必要となる資金は、55 円となります。 

 

 

 



 

 

10．現在 20,000 株保有していますが、割当てられる新株予約権と、権利行使した場合に取得できる株式数、 

  その際に負担すべき金額はどうなりますか。 

保有いただいている株式 20,000 株が、来る６月 29 日開催の当社定時株主総会に上程させていただ

いております株式併合議案の株式併合比率に応じて調整された結果として 2,000 株となることを前

提にすれば、新株予約権が 2,000 個割当てられ、これを全て行使した場合は、2,000 に 0.25 を乗じ

た 500 株を取得することができます。また、その際必要となります資金は、220 円×500 株＝110,000

円となります。 

 

11．現在 13,250 株保有していますが、割当てられる新株予約権と、権利行使した場合に取得できる株式数、 

  その際に負担すべき金額はどうなりますか。 

保有いただいている株式 13,250 株が、来る６月 29 日開催の当社定時株主総会に上程させていただ

いております株式併合議案の株式併合比率に応じて調整された結果として 1,325 株となることを前

提にすれば、新株予約権が 1,325 個割当てられ、これを全て行使した場合は、1,325 に 0.25 を乗じ

た 331.25 の内、整数部分の 331 株を取得することができます。また、その際必要となります資金は、

220 円×331.25 株＝72,875 円となります。なお、331.25 株の内、0.25 株の部分は１株に満たない端

数となりますので、行使お手続き後に別途金銭処理をさせていただきます（下記 18.ご参照） 

 

12．株主還元を目的とありますが、どういうことですか。 

平成 22 年３月期は、３期連続の赤字決算から脱却でき、小幅ではありますが黒字決算となりました。

この機会に、長きにわたり当社に対しご支援いただいております株主の皆様に対して、そのご支援

にお応えする意味で新株予約権を無償で割当てるものです。 

今回発行する新株予約権は、法的には会社法 277 条の規定に基づき株主の皆様へ無償で割り当てられる

新株予約権でありますが、 

①その目的が、資金調達ではなく株主還元策の一環であること 

②株主の皆様は、当社の役員・従業員同様、重要なステークホルダーであり、したがって、株主の皆様

は当社の重要な支援者であること 

に鑑みて、当社の将来的な業績向上・企業価値の増大、ひいては株主価値の増大を、現時点でポテ

ンシャルとして株主の皆様に享受していただくことを企図したものです。なお、１年間の行使期間

を設けましたのは、かかる株主還元策としての実効性を伴わせることを目的としたものです。 

 

13．通常、株主還元策としては配当があると思いますが、なぜ今回の方法を採用したのですか。 

株主還元策としてはいくつかの方法があり、当社といたしましてはその実現性も含め種々検討して

まいりました。しかしながら、平成 22 年 3 月期は、黒字化を果たすことができたものの、繰越損失

が残っている（平成 22 年 3 月期末時点の貸借対照表上、純資産の部のその他資本剰余金と繰越利益

剰余金の合計がマイナス）中で配当はできないなど、その選択肢は限られており、その結果として、

現時点では、株主の皆様に対して新株予約権を無償で割当てることが最善な株主還元策と判断いた

しました。 

また、今回の条件の中で１年間の行使期間を設けることにより、株主の皆様に、行使について十分な時

間をかけてご判断いただくことは、株主還元の趣旨に沿うものと考えております。 

なお、当社は、平成 14 年から平成 16 年まで３回にわたり、今回同様、株主の皆様に対して新株予

約権を無償で割当て、株主の皆様から相応の理解をいただいています。（ご参考までに、過去３回の

株主割当実行後の株価の推移を、末尾別表にて添付しております。） 

 

 

 



 

14．平成 22 年９月 30 日を割当基準日としている中で、なぜこのタイミングで発行を決定したのですか。 

上記 12．及び 13．の通り、平成 22 年 3 月期は、３期連続の赤字決算から脱却でき、小幅ではあり

ますが黒字決算となりましたが、復配に至らない中、可能な限り早いタイミングで株主の皆様にお

伝えすることが最善であると判断いたしました。 

 

15．昨今「ライツ・イシュー」といった新株予約権を上場させる事例もあり、かかる方法のほうが株主に

とってよりメリットがあると思いますが、検討はしなかったのですか。 

ライツ・イシューは、資金調達を主たる目的とした新株予約権無償割当と理解しており、今回、当

社が目的としている株主還元とはその趣旨がそぐわないものと考えました。また、ライツ・イシュ

ーは、資金調達を主たる目的としているため、行使期間は相対的に短期の設定となっておりますが、

株主還元を主たる目的とする中で行使の実効性を考慮した場合には、1 年間というより長期の行使期

間が必要であると考えました。 

さらに、ライツ・イシューのように株主でない方にも新株予約権の譲渡を認めること、すなわち、新

株予約権を上場して売買を可能とすることは、株主の皆様全員におしなべて還元策を享受いただく

という本来の趣旨からふさわしいものではないと判断いたしました。 

 

16．新株予約権１個つき普通株式１株ではなく、0.25 株を発行する理由を教えてください。 

株主還元策としての実効性を十分高めることを目的とする中、株主の皆様が行使時に要する資金の

ご負担等を総合勘案した結果として新株予約権１個に対して普通株式 0.25 株を発行することが最善

であると判断いたしました。 

 

17．行使価額 220 円の算定根拠を教えてください。 

行使価額につきましては、今回の発行決議日の前日（平成 22 年６月３日）の東京証券取引所の当社

普通株式の普通取引の終値 25 円を参考に株主還元策であることを勘案して 22 円とし、さらに来る

平成 22 年６月 29 日開催の当社定時株主総会に上程させていただいております株式併合議案の株式

併合比率に応じた調整した結果の値となっております。 

 ※株式併合に伴い、１株当たりの純資産価額が株式併合比率に応じて調整される中、行使価額につき

ましても株式併合比率に応じて調整されますことにご留意ください。 

上記 14．の通り、このタイミングで発行を決定し株主の皆様にお伝えすることが最善であると判断

した中、行使価額の決定については、将来の時点をベースとするのではなく、発行時直近の時価を

ベースとすることが、将来の恣意性を排除するという観点からふさわしいものと判断いたしました。

これにより、当社の将来的な業績向上、ひいては株主価値向上のポテンシャルを全ての株主の皆様に享

受いただけるものと考えております。また、大幅なディスカウント率を設定することを避け、比較的

長い 1 年という行使期間を設定することにより、株主の皆様に十分な時間をかけて行使のご判断を

いただくことが、株主還元の趣旨に沿うものと考えております。 

 

18．行使した結果として１株未満の端数が生じる場合がありますが、その取り扱いはどうなりますか。 

行使時に１株に満たない端数が発生した場合は、会社法第 283 条の規定にしたがって、行使時以降、

その端数に応じて金銭を交付いたします。 

 

19．複数個の新株予約権を割当てられた場合、その一部を分割して行使すること可能ですか。 

複数個の新株予約権を割当てられた場合、各株主様のご判断により、その全部あるいはその一部を

１個単位で行使することは可能ですが（すなわち、３個の新株予約権のうち１個を行使することは

可能ですが、１個の新株予約権の一部（例えば、0.5 個の新株予約権）のみを行使することはできま

せん。）、その一部を行使された場合、残る未行使分につきましては、放棄されたものとみなされ、

それ以降行使はできませんのでご留意ください。 



 

20．今回の件についての具体的な手続き等を教えてください。 

今回発行いたします新株予約権は、基準日である平成 22 年９月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録

された株主様に対し、当社の定める割当効力発生日において、株主の皆様において何ら申込みの手続を

要することなく割り当てられます。 

また、新株予約権の行使請求時等におきまして必要となりますお手続き等につきましては、本 Q&A の添

付資料にて概要（「株主割当による新株予約権の割当から権利行使までの一連の流れ」）をお知らせ

しておりますのでご参照ください。なお、詳細なお手続き等の内容につきましては、新株予約権の

割当対象となりました株主の皆様に、本年 10 月中旬～下旬を目処に説明書をご送付いたします。 

 

21．税務面での取扱いはどうなりますか。 

新株予約権の権利を割当てられた時点、新株予約権を行使した時点、いずれの時点においても課税

関係は生じないものと考えております。 

ただし、各株主様の個別の状況により税法上の取扱いが異なる場合がありますので、株主の皆様ご

自身で税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。 

 

以上 
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第1回～第3回の「株主割当による新株予約権の無償発行」実績

2003年
第1回

52円
行使価格

2004年
第2回

2005年
第3回

チャート図引用： Bloomberg Finance L.P.

95円

220円

1/6 ～ 12/26 8/2 ～ 1/31 7/1 ～ 12/15

2008年以降省略

発行決議日
（直近3ヶ月平均株価）

第1回 2002年7月8日
（52.72円）

第2回 2004年3月23日
（89.63円）

第3回 2005年3月29日
（229.19円）

今回（第5回）発行決議日
2010年6月4日
（22.39円）




