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（コード番号      5715） 
問合せ先責任者 財務部長 三村清仁 
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第三者割当による新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 

及びコミットメント条項付第三者割当契約に関するお知らせ 

 

当社は平成 22 年 12 月 20 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新

株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行及びコミット

メント条項付第三者割当契約（以下「本契約」といいます。）を締結することを決議いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．募集の概要 

（１） 割当日 平成 23 年１月５日 

（２） 発行新株予約権数 100,000 個 

（３） 発行価額 新株予約権１個当たり 530 円（総額 53,000,000 円） 

（４） 当該発行による潜在株式数 潜在株式数：100,000,000 株 

新株予約権の行使価額は当社普通株式の時価との関係で上方

又は下方に修正されますが、下限行使価額（70 円）を下回る

ことはありません。上方修正又は下方修正にかかわらず、潜

在株式数は 100,000,000 株です。 

（５） 資金調達の額（新株予約権の行

使に際して出資される財産の

価額） 

10,643,000,000 円（差引手取概算額） 

差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び当初

行使価額に基づき計算した本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の総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となります。 

（６） 行使価額及び行使価額の修正

条件 

当初行使価額 106 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日の直前取引

日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の 90％に相当する金額に修正されます。但し、かか
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る修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、行使

価額は下限行使価額とします。 

（７） 募集又は割当方法(割当予定

先) 

みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）に

対する第三者割当方式 

（８） その他 当社は、みずほ証券との間で、金融商品取引法に基づく届出

の効力発生後に、本契約を締結する予定です。本契約におい

て、本新株予約権を第三者に譲渡することができない旨が定

められています。 

（注）行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。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又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調

達の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）今回の募集の背景について 

昨今の我が国経済は、中国を始めとする新興国経済の回復を背景に、日本企業についても業績回

復基調となる一方、円高やデフレ傾向は継続しており、依然として不安定な状況が続いております。 

当社グループにおきましても業績は徐々に回復してきておりますが、先行き不透明な状況下、当

社グループでは、さらなる収益力改善に向けた諸施策の確実な実行と財務基盤の強化が重要な課題

と認識しております。 

機械部門では、海外市場の販売網を強化するため、ロックドリル製品においては中国を始め、東

南アジア、インド、中近東、中南米、北米の重点地域において代理店網・スタッフの拡充を行い、

ユニック製品においても新興国市場の販売網の整備・拡充を進めております。一方で、生産面では

海外の拡大する需要に的確に対応し、かつ一層のコスト削減と円高対策に資するため、海外での現

地調達・現地生産を図り、日本国内各工場と連携した 適な生産体制の構築を推進しており、これ

らの施策を通じた海外への積極展開を計画しております。 

また、金属部門では、逼迫する銅鉱石の需給とそれに起因した製錬マージンの悪化等、事業環境

の変化への対策として、原料安定調達及び製錬事業に頼らない収益確保のための鉱山権益取得を目

論んでおります。 

さらには、電子化成品部門では、現在、ＧａＮ基板、熱電変換材料、ＬｕＡＧ結晶を用いたＰＥ

Ｍ（次世代乳がん検査装置）、めっき用酸化銅等の新製品の開発及び事業推進に取り組んでおり、

これら成長分野に向けた経営資源の投下が今後見込まれます。 

今回の資金調達は、上記事業を積極推進するための投資資金の確保と、財務指標改善を企図した

資本増強の両立を中長期的な資本市場の状況を鑑みながら機動的に行うことを目的としておりま

す。 

    

（２）今回の募集の目的及び理由 
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   本新株予約権の第三者割当及びその行使による調達資金については、機械事業の海外展開、金属

事業の鉱山権益の取得、電子化成品新製品の事業展開へ向けた投資資金を主たる資金使途といたし

ます。これにより事業面での積極的な展開を図る体制が整うことで、外部環境の緩やかな回復と同

時に当社事業の一層の回復及び成長の実現が可能と考えております。 

上記のために様々な資金調達方法を検討してまいりましたが、今回の資金調達手法を選択いたし

ました理由については「３．資金調達方法の概要及び選択理由」にてご説明いたします。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１） 資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、本新株予約権を行使することが出来る期間を５年とする行使価額修正条項付

新株予約権（行使価額の修正条項の内容は、別添の新株予約権発行要項第 12 項に記載されており

ます。）を第三者割当の方法によって当社がみずほ証券に対し割当て、みずほ証券による新株予約

権の行使に伴って当社に行使価額が払い込まれ、当社の資本が増加する仕組みとなっております。

当社がみずほ証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結する本契約には、下

記の内容のコミットメント条項を含みます。 

【コミットメント条項の内容】 

１） 当社はみずほ証券に対して、４年 11 ヶ月（平成 23 年１月６日から平成 27 年 12 月５

日の期間（以下「コミットメント期間」といいます。））において、行使すべき本新

株予約権の数（以下「行使数量」といいます。）を指定した上で、本新株予約権を行

使すべき旨を指示（以下「行使指示」といいます。）することができます。 

２） 行使数量は当社が行使指示を発した日（以下「行使指示日」といいます。）の前日ま

で（当日を含みます。）の 20 取引日又は 60 取引日における、株式会社東京証券取引

所が発表する当社の普通株式の１日当たり売買高の中央値のいずれか少ない方に３

を乗じた数を割当株式数（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する数）で除した数（小数

第１位を切り捨て）を上限とします。 

３） みずほ証券は行使指示を受領した場合、行使指示日翌営業日の営業時間終了時（以下

「行使指示受付期限」といいます。）までに、当社に対して行使指示の受付可否を通

知します。 

４） みずほ証券は、受付通知（行使指示を受け付けた旨の通知であり、以下「受付通知」

といいます。）を発した場合、又は行使指示受付期限までに下記５）に従い行使指示

を受け付けない旨の通知を発しない場合、指定された数の本新株予約権を行使指示日

から（当日を除きます。）30 取引日を経過する日（以下「行使期日」といいます。）

まで（当日を含みます。）に行使する義務を負います。 

５） みずほ証券は、（イ）政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引業協会、

金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、（ロ）みずほ証券が法令、
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諸規則又はみずほ証券が金融商品取引法及びその関係政省令を遵守するために制定

した社内規則を遵守するために必要な場合、（ハ）株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の取引が不能となっている場合、もしくは株式会社東京証券取引所に

おける売買立会終了時において、当社の普通株式が制限値幅下限での気配となってい

る場合、(ニ)当社の重要事実の公表から 24 時間を経過していない場合、又は(ホ)行

使指示が本契約の定めに反する場合には、行使指示受付期限までに、その旨を当社に

通知することにより、行使指示を受付けないことができます。この場合、当社に対し

てその理由を通知しなければなりません。 

６） 当社は、前回行使指示に関する行使期日、又は、前回行使指示に基づく本新株予約権

の全ての行使が完了した日のうちいずれか早い日まで（当日を含みます。）は、次の

行使指示を発することができません。 

７） 当社は、（イ）ある行使指示を行おうとする日の前日の当社の普通株式終値が 98 円

を下回る場合、又は（ロ）当社が当社にかかる公表されていない重要事実を関知して

いる場合には行使指示を行うことができません。 

８） みずほ証券が行使義務を負った後に、５）に定める事由が発生した場合、みずほ証券

は当社に対してその旨を通知することにより、全ての事由が解消される日まで、その

取引日数だけ行使期日を延長することができます。 

９） みずほ証券は行使指示がある場合を除き、コミットメント期間中は本新株予約権を行

使することができません。 

 

（２） 資金調達方法の選択理由 

   今回の資金は、投資資金を確保するとともに、財務基盤の強化を実現することを目的としてお

ります。また機械事業の海外展開、金属事業の鉱山権益の取得、電子化成品の新製品の事業展開

について機を逸することなく達成するために、相当程度纏まった投資金額を機動的に確保できる

こと、資本・資金調達金額の極大化と、しかるべき時期における迅速な資金確保の両立を実施で

きる中長期的な調達プログラムを予め設定することが 適と考え、多様な資金調達手法の比較検

討を進めてまいりました。 

  また、調達額極大化の観点からは、株価影響も十分に考慮した上での手法を選択すべきと当社

では考え本新株予約権の発行による資金及び資本調達を行うこととしました。 

   本調達手法は、当社が本新株予約権の行使の数量及び時期を相当程度コントロールすることが

できるという特徴を持っています。すなわち、当社に資金需要が発生し、本新株予約権の行使を

希望する場合には、調達金額を極大化できる株価動向等も勘案して一定の期間内に行使すべき本

新株予約権の数を指定することが出来ます。また、本資金調達手法は以下の特徴を有しており、

現時点における 良の選択であると判断しております。 

 

  【本資金調達方法の特徴】 
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１） 当社の資金需要や株価動向を総合的に判断した上で、柔軟な資金調達が可能です。 

２） みずほ証券は当社による行使指示がない場合には、コミットメント期間中は本新株予

約権の行使が行えないため、海外投資等投資時点で、本新株予約権の行使による払込

以外の資金調達を選択する自由度が確保されており、事業環境の認識と資金調達方法

の組合せの妥当性を随時見直すことが可能になっております。 

３） みずほ証券から受付通知を受領した場合、当社はその旨を適時開示いたします。また、

みずほ証券による行使の進捗状況は株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券

取引所の規程に従って開示いたします。 

４） 本新株予約権の目的である当社普通株式は、行使価額の修正にかかわらず、

100,000,000 株で一定であり、希薄化率についても平成 22 年９月 30 日現在の総議決

権数に対して当初発行時から 大希薄化率 24.78％で固定されております。 

５） 本新株予約権の行使価額は、株価下落時には下限行使価額まで下がり、株価が下限行

使価額の 140％を下回る場合、行使指示が不可能となるため資金調達に困難が生ずる

というデメリットがありますが、株価上昇時には調達金額が増大するというメリット

を当社が享受できます。 

６） 当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得

日に、本新株予約権 1 個あたり 636 円の価額で、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ますので、海外投資等に際して別の資金調達方法を選択した

場合、海外投資等の必要性が薄れた場合、コミットメント期間終了後の本新株予約権

行使を避けたい場合等には、本資金調達をキャンセルすることが可能となっておりま

す。 

 

    【他の資金調達方法との比較】 

１） 主たる資金使途は鉱山権益の取得等であり、相応のリスクを伴う事業ですので、社債

や借入などの負債性の資金による調達よりも、リスク許容度の高い投資家への資金拠

出を依頼することが適切であると考えております。 

２） 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、現状当社株価に

おいては資金調達額の極大化を企図することが難しいこと、一定程度の準備期間が必

要であることから、調達希望時期と望ましい株価のタイミングがずれる可能性がある

こと、また実際の投資時期よりも相当程度前に資金調達を行った場合には、資金を滞

留させておく期間が長くなり、資金効率の低下を招きますので、現在の当社の事業環

境においては適切な資金調達方法ではないものと考えております。 

３） 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる MSCB）

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、転換により交付され

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ます。

４） 他の行使価額修正型の新株予約権については、行使の制限や制限の解除のみが可能な
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スキームがありますが、本スキームでは、これらに加えて、一定期間内に行使すべき

新株予約権の数を指定することも可能であり、中長期的な観点に立ちつつ、機動的な

資金調達を図りやすいと考えられます。また、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が困難となる面をもちますので、適切な資金調達方法ではな

いものと考えております。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

・新株予約権に係る調達資金 10,600,000,000 円

 新株予約権の払込金額の総額 53,000,000 円

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 10,653,000,000 円

・発行諸費用（注）１ 10,000,000 円

・差引手取概算額（注）２ 10,643,000,000 円

   （注）１ 上記発行諸費用の内訳は、価値算定費用 400 万円及び弁護士費用 400 万円、その他事務費用（有価証

券届出書作成費用、振替制度利用費用、登記費用等）200 万円であります。 

２ 上記差引手取概算額は、本新株予約権が全て行使され、その行使価額の平均が当初行使価       

額である 106 円とした場合において、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

し引いた金額を表しております。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

記金額は増加又は減少します。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又は当社が

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及び支出予定時期 

                                            （単位:百万円）  

具体的な使途 金額 支出予定時期 

機械部門：産業機械、ロックドリル、車両搭載型ユニッククレーン

等の海外生産に対する設備資金及び海外向けの販売・サ

ービス拠点の拡充のための設備資金、運転資金 

＜内訳＞ 

１．海外生産設備増強資金 

中国・タイにおけるロックドリル製品（注２）、ユニック製

品（注３）及びタイにおける産業機械製品（注４）の製造設

備 

２．海外向けの販売・サービス拠点の拡充資金 

インド、中近東、中南米、ロシアにおけるロックドリル製品、

ユニック製品の販売・サービス拠点とした海外現地法人設立

費用（建物取得費、人件費、広告宣伝費等） 

2,500

 

1,700

 

800

 

 

 

 

平成 23 年３月～平成 25 年３月 

 

 

 

平成 23 年４月～平成 26 年３月 

金属部門：原料鉱石確保のための海外銅鉱山権益の取得資金（注５） 5,000 平成 23 年４月～平成 27 年 12 月
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電子化成品部門：新製品製造のための設備投資資金 

＜内訳＞ 

１．電子材料新製品製造のための設備資金 

次世代省エネルギー型半導体素子材料として使用されるＧａ

Ｎ（窒化ガリウム）基板等の生産設備（建物、機械装置） 

２．化学工業品新製品製造のための設備資金 

めっき用酸化銅等の生産設備（建物、機械装置） 

3,143

2,843

 

300

 

 

平成 23 年４月～平成 26 年３月 

 

 

平成 23 年２月～平成 25 年３月 

合計金額 10,643 - 

 

（注）１．上記にて各部門毎の資金使途及び、支出予定時期を記載させていただいておりますが、実際の調達金

額や支出の時期は、各部門における投資の状況やその進捗の状況など実際の資金需要を踏まえ、株価

動向、手元資金状況、他の調達手段との比較も十分に考慮して当社が機動的に行使指示を決定いたし

ます。なお、具体的な使途については、適宜開示いたします。また調達した資金については、支出ま

での期間、当社の取引金融機関の預金口座等で保管する予定であります。 

２．ロックドリル製品とは、インフラ整備工事、鉱山開発等に使用されるブレーカ、圧砕機、クローラド

リル、ドリルジャンボ等の土木建設機械をいいます。 

３．ユニック製品とは、車両搭載型クレーン、ミニクローラクレーン等の荷役作業機械をいいます。 

４．産業機械製品とは、ポンプ、環境機械、破砕機等の一般産業機械をいいます。 

５．鉱山権益の取得とは、海外銅鉱山への出資による安定的な鉱石の確保および利益稼得をいいます。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

 今回の調達資金は、機械事業の海外展開、金属事業の鉱山権益の取得、電子化成品の新製品の事

業展開へ向けた投資資金等への充当を主目的とし、当社の企業価値向上に寄与するものであると考

えており、資金使途は合理的なものと考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権の発行要項及び本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

る二項格子モデル（権利行使 終日までの期間を短い期間で分割し、各時点における株価の分布を

形成することで、複数の連続する株価の格子を２つに分岐した形でモデル化して、各時点における

株価に応じてイベントによる修正を織り込むことができる評価モデル）を基礎として第三者算定機

関であるトラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合が算定した結果を参考に、本新株予

約権１個の払込金額を 530 円としました。当社は、トラスティーズ・コンサルティング有限責任事

業組合の算定結果（株価は取締役会の前営業日の終値を採用し、株価変動性については新株予約権

の行使可能期間と同じ過去の実績値を採用し、リスクフリーレートについては同行使請求可能期間

とほぼ同じ残存期間の日本国債の流通利回りを採用しています。）並びに発行条件決定についての

考え方及びそのプロセスについての当社法律顧問の助言を参考にしつつ、また、｢３．資金調達方法

の概要及び選択理由｣に記載の事由を勘案の上、払込金額がみずほ証券に対し特に有利ではないと判

断し、本新株予約権の発行条件が合理的であると判断しました。なお、行使指示の数量及びタイミ

ングは現時点において合理的に予測することができないことから、価格算定の計算上考慮しておら
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ず、一または複数の予測シナリオの設定等に基づく評価は実施しておりません。 

当社は当社法律顧問による法律意見書を参考に、本新株予約権の発行が適法であると判断しまし

た。また当社監査役５名全員も本新株予約権の発行要項、本契約の条件、本新株予約権の払込金額

及びその価値算定結果並びに上記算定根拠による発行条件についての考え方及びそのプロセスにつ

いての当社法律顧問からの助言及び法律意見書の内容を総合的に判断して、払込金額がみずほ証券

に特に有利でないとの意見を述べております。 

 

（２）行使価額及び行使価額の修正条件が合理的であると判断した根拠 

当初行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日（平成 22 年 12 月 17 日）

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である106円としました。

また、行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金額に修正されます（但し、かかる修正後

の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします）。この行使価額

が 90％に相当する金額に修正される条件は、新たに公募増資等を実施した場合に想定される発行ス

プレッドを参考とし、みずほ証券が行使指示を受けた場合、本新株予約権の行使をコミットメント

することによるリスクを考慮して、みずほ証券と協議の上決定しました。以上の行使価額及び行使

価額の修正条件が、上記６．（１）で記載の新株予約権１個の払込金額の算定にあたっての前提条

件となっていることから、上記６．（１）で記載の発行条件決定についての考え方及びそのプロセ

スについての当社法律顧問の助言を参考にし、また、「３.資金調達方法の概要及び選択理由」に

記載の事由を勘案の上、行使価額及び行使価額の修正条件は合理的であると判断しました。  

 

（３）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 

   今回の資金調達により、当社の議決権総数 403,521 個（平成 22 年９月 30 日現在）に対して 大

24.78％の希薄化が生じます。今回調達する資金の主たる使途につきましては、機械部門における

ロックドリル製品・ユニック製品の生産販売拠点設立、並びに金属部門における海外鉱山権益取得

といった海外展開へ向けた投資資金、及び電子化成品部門における新製品開発に向けた設備投資資

金であり当社の企業価値向上に寄与するものであると考えており、中期的な成長の実現が可能と考

えております。そのため、今回の資金調達で予定される本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化

の規模は合理的であると判断しました。 

   なお、１）新株予約権の目的である当社普通株式数の合計 100,000,000 株に対し、当社株式の過

去６ヶ月間における１日当たりの平均出来高は 1,483,640 株であり、十分な流動性を有しているこ

と、２）本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロール可能であること、及び３）当

社の判断により本新株予約権を取得することも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場

に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。 

 

７．割当予定先の選定理由等 
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（１） 割当予定先の概要 

（１） 名称 みずほ証券株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 横尾敬介 

（４） 事業内容 金融商品取引業 

（５） 資本金 1,251 億円 

（６） 設立年月日 大正６年７月 16 日 

（７） 発行済株式数 1,626,688,683 株 

（８） 決算期 ３月 31 日 

（９） 従業員数 7,946 名（連結） 

（10） 主要取引先 投資家並びに発行体 

（11） 主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 

（12） 大株主及び持株比率 株式会社みずほコーポレート銀行 57.88％ 

（13） 当事会社間の関係 

資本関係 割当予定先は、平成 22 年９月 30 日現在、当社普通株式 842,000 株

を保有しております。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき人的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事者への該当状況 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社

の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 近３年間の経営成績及び財政状態（注）１．   （単位：百万円。特記しているものを除く。）

決算期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

連結純資産 281,064 249,921 598,988

連結総資産 4,217,842 2,713,634 20,951,031

１株当たり連結純資産（円） 354.88 315.13 361.84

連結営業収益 146,514 107,080 312,161

連結営業利益又は営業損失（△） 12,223 △15,861 30,887

連結経常利益または経常損失

（△） 

14,633 △14,219 33,073

連結当期純利益または当期純損

失（△） 

9,404 △13,468 127,064

１株当たり連結当期純利益また 12.16 △17.42 83.37
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は当期純損失（△）（円） 

１株当たり配当金（円） 10.00 3.00 5.00

(注)１．新光証券株式会社とみずほ証券株式会社は、平成 21 年５月７日、新光証券を存続会社とする吸収合

併を行い、同日付で「みずほ証券株式会社」に商号変更しております。平成 20 年３月期及び平成 21 年

３月期の経営成績及び財政状態は、当該合併の効力発生前の旧新光証券株式会社の経営成績及び財政状

態であります。 

２．当社は、割当予定先であるみずほ証券が反社会的勢力との関係がないことを確認しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

「２．募集の目的及び理由（１）今回の募集の背景について」において記載のとおり、各部門で

の投資や財務体質強化などの施策を遂行する上では投資資金のみならず財務面におけるリスクバッ

ファーが必要であり、また、資本市場動向を勘案しつつ、相当程度纏まった資金をしかるべき時期

に機動的に調達する必要があると考え、多様な資金調達手法の比較検討を進めてまいりました。 

そのような状況のなか、みずほ証券より提案があった本新株予約権のスキームは、｢３．資金調達

方法の概要及び選択理由｣に記載のとおり、当社の資金需要や株価動向を総合的に判断した上で、機

動的な資金調達が可能である点等を勘案し、当社の経営戦略に も合致した資金調達方法であると

判断しました。 

また、同社は、国内の大手証券会社の一つであり、当社の幹事証券会社として当社の経営及び事

業内容に対する理解が深く、同種のファイナンスにおける実績もあります。本新株予約権の行使に

より交付される当社株式の株式市場等における売却能力等も総合的に判断した上で、同社を割当予

定先として選定することといたしました。 

なお、本割当は、日本証券業協会会員であるみずほ証券により買い受けられるものであり、日本証

券業協会の定める｢第三者割当増資等の取扱いに関する規則｣の適用を受けて募集が行われるもので

あります。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

  当社は、みずほ証券より、みずほ証券はコミットメント条項に従い、コミットメント期間において

は当社の指定する本新株予約権の行使数量を行使期日までの間に市場動向等を勘案しつつ適時行使

して交付される当社普通株式を売却していく方針であることを確認しております。 

当社とみずほ証券は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項、同施行

規則第 436 条第 1項及び第 3項から第 5項までの定め並びに株式会社大阪証券取引所の定める企業行

動規範に関する規則第 4 条第 1 項、同取扱い 2(1)及び(3)から(5)までの定めに基づき、原則として、

単一暦月中に MSCB 等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB 等の払込時点における上場株

式数の 10％を超える場合には、当該 10％を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置を講

じる予定です。 
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（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 

当社は、みずほ証券が平成 22 年６月 23 日付で提出している有価証券報告書及び平成 22 年 11 月 12

日付で提出している第２四半期報告書における財務諸表で、払込みに要する充分な現預金その他の流

動資産を保有していることを確認しております。また、平成 22 年 12 月 20 日付の払込みに関する確約

書等により、平成 22 年 11 月 30 日現在のみずほ証券のエクイティグループにおける使用可能額を具体

的に確認しております。これらにより、当社は、本新株予約権の発行及び行使に係る払込みが確実に

行われるものと判断しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社の特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第１項第31号イに定義される）

と割当予定先であるみずほ証券との間で、本ファイナンスに係る株券貸借契約を締結する予定はあり

ません。 

なお、割当予定先であるみずほ証券は、本新株予約権の権利行使を前提とした空売りのために借株

を行うことがあります。この借株は、本新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株式の数量

の範囲を超えて行われることはありません。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 22 年９月 30 日現在） 

朝日生命保険相互会社 6.90％ 

清和綜合建物株式会社 3.72％ 

株式会社損害保険ジャパン 3.41％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.17％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.92％ 

中央不動産株式会社 2.78％ 

富士通株式会社 2.38％ 

古河電気工業株式会社 2.17％ 

富士電機ホールディングス株式会社 2.13％ 

横浜ゴム株式会社 2.10％ 

(注)今回の本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保有を約していないため、

今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式を反映した「募集後の大株主及び持株比率」は表示しており

ません。 

 

９．今後の見通し 

本新株予約権の発行により、当社が平成 22 年 11 月５日付で公表しております平成 23 年３月期

の連結業績予想に変更はありません。なお、今回の資金調達は、「４．調達する資金の額、使途及

び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載の使途に充当するこ
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とにより、将来の業績に寄与するものと考えております。 

 

10．企業行動規範上の手続き 

   本件第三者割当は、１）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（新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるもので

はないこと）から、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条並びに株式会社大

阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第２条に定める独立第三者からの意見入手及び

株主の意思確認手続きは要しません。 

 

11． 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） 

 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

連 結 売 上 高 213,426 百万円 161,857 百万円 142,925 百万円

連 結 営 業 利 益 14,407 百万円 2,303 百万円 1,597 百万円

連 結 経 常 利 益 12,940 百万円 993 百万円 111 百万円

連結当期純利益又は当期純損失（△） 8,595 百万円 △5,917 百万円 585 百万円

１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益

又は１株当たり当期純損失（△）

21.26 円 △14.64 円 1.45 円

１ 株 当 た り 配 当 金 6.00 円 4.00 円 -

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 134.33 円 110.31 円 120.96 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（平成 22 年９月 30 日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 404,455,680 株 100.0％

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数

100,000,000 株 24.72％

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数

100,000,000 株 24.72％

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数

100,000,000 株 24.72％

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

始値 293 円 183 円 82 円

高値 302 円 200 円 142 円

安値 159 円 69 円 81 円

終値 183 円 82 円 114 円
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② 近６か月間の状況 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 

始値 102 円 92 円 92 円 82 円 91 円 83 円

高値 105 円 96 円 100 円 96 円 94 円 97 円

安値 91 円 89 円 79 円 82 円 82 円 82 円

終値 92 円 92 円 81 円 90 円 83 円 93 円

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 22 年 12 月 17 日現在

始値 106 円

高値 107 円

安値 104 円

終値 106 円

（注）株価は株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 
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（別紙） 

古河機械金属株式会社第 1回新株予約権発行要項 

 

1. 本新株予約権の名称 

古河機械金属株式会社第 1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  

100,000 個 

3. 本新株予約権の払込金額の総額  

金 53,000,000 円 

4. 本新株予約権の申込期日 

平成 23 年 1月 5 日 

5. 本新株予約権の割当日及び払込期日 

平成 23 年 1月 5 日 

6. 募集の方法及び割当先 

第三者割当の方法により、すべてみずほ証券株式会社に割り当てる。 

7. 本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、その総数は 100,000,000 株と

する。（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（以下「割当株式数」という。）は 1,000 株とする。） 

ただし、第 8 項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。 

8. 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(1) 当社が第 13 項の規定に従って行使価額（第 11 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り調整される。ただし、調整の結果生じる 1株未満の

端数は切り捨てるものとする。 

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 

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 13 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) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 13 項第(2)号及び第(4)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。 
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(3) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨及びその事由、調整前割

当株式数、調整後割当株式数及びその適用日その他必要な事項を新株予約権者に書面

により通知し又は公告する。ただし、第 13 項第(2)号④に定める場合、その他適用の

日の前日までに前記の通知又は公告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。 

9. 各本新株予約権の払込金額 

金 530 円（本新株予約権の目的である株式 1 株あたり 0.530 円） 

10. 新株予約権証券 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

11. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 (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、本新株予約

権 1 個につき、行使価額（ただし、第 12 項又は第 13 項によって修正又は調整された

場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。）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 株あたりの金銭の額（以下「行

使価額」という。）は、当初金 106 円とする。ただし、行使価額は第 12 項又は第 13

項に定めるところに従い修正又は調整されることがある。 

12. 行使価額の修正 

平成 23 年 1 月 6 日以降、行使価額は、第 18 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使の

効力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における

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）の 90％に

相当する金額に、当該修正日以降修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が 70 円

（以下「下限行使価額」という。ただし、第 13 項による調整を受ける。）を下回る場合に

は、行使価額は下限行使価額とする。 

13. 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の発行済普

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は、次に定める算式

（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 
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 新発行・処分株式数×1株あたりの払込金額
 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 ＋ 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(3)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（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）その他の証券若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たときは当

該払込期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、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 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」とい

う。）を行う場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるため

の基準日（基準日を定めない場合は、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(3)号②に定める時価を

下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価を

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。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場

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（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請求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、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、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

得請求権付株式等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



 

ご注意：この文書は、当社の新株予約権発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそれに類似

する行為のために作成されたものではありません。 

 

 
4

対価の確定時点の条件で請求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、

本新株予約権を行使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。 

        

 

 

この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。 

(3) 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 取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする（ここでいう取引日

は、終値（気配値表示含む。）のない日を除く。）。 

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、当該募集において株主に株式の割当

てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、

また、それ以外の場合は、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数を

控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調

整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株

式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

④ 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 円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、

その次に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

間内に交付された株式数 
株式数＝

調整後行使価額 
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 (4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、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 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又は

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場合。 

 ② その他当社の発行済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場合。 

 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場合。 

 (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(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 12 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基

づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、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。 

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨並びにそ

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

本新株予約権者に書面により通知し又は公告する。ただし、適用の日の前日までに前

記の通知又は公告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。

また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知又は公告は下限行使価

額の調整についてのみ行う。 

14. 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 1 月 6 日から平成 28 年 1 月 5 日（第 16 項各号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には、取得される本新株予約権については、当社取締役会が定

める取得日の前銀行営業日）までの期間（以下「行使期間」という。）とする。ただし、行

使期間の 終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を 終日とする。 

15. 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ものとする。 

16. 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

 (1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条第 2項（残存する本新

株予約権の一部を取得する場合は、同法第 273 条第 2項及び第 274 条第 3 項）の規定

に従って、当社取締役会が定める取得日の 2 週間前までに通知又は公告を行った上で、

当該取得日に、本新株予約権 1 個あたり金 636 円の価額で、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。残存する本新株予約権の一部を取得する場合

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、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき又は当社が
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他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承

認されたときは、会社法第 273 条第 2項の規定に従って、当社取締役会が定める取得

日の 2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権 1個あ

たり金 530 円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 

17. 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に

関する事項 

 (1) 本新株予約権の行使により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 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

18. 本新株予約権の行使の方法 

 (1) 本新株予約権を行使しようとする場合、第 14 項に定める行使期間中に第 21 項に定め

る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しようとする場合、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 22 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、第 21 項に定める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、か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ものとする。この日

を効力発生日という。 

19. 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コミットメント条項付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二項格子モデルを基礎として第三

者算定機関が算定した結果を参考に、新株予約権1個の払込金額を金530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 11 項記載のとおりとし、行使価額

は当初、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日（平成 22 年 12 月 17 日）の

株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とした。 

20. 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。 
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21. 行使請求受付場所 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部  

22.  本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 内幸町営業部 

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

23. 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 

24. 1 単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が 1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定

中読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。 

25. 会社法その他の法律の改正に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、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。 

26. その他 

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

(2) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とす

る。 

 


