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第７回乃至第 18 回新株予約権の発行要項（改定）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年２月 12 日開催の取締役会において発行した第三者割当による第７回乃至第

18 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につき、以下のとおり、第７回乃至第 18

回新株予約権のお知らせ、（別添）発行要項、第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発

行に関する補足資料（その１）、第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発行に関する補

足資料（その２）を改定いたします。 

 

【発行要項を改定するに至った経緯】  

第９回乃至第 15 回新株予約権について、当社株価が１円に低迷していた状況下で発行要項に

従い平成 22 年７月 30 日の行使価額の再修正（適用日同年８月１日以降）をした結果、行使価

額が 0.9 円となりました。0.9 円という行使価額は平成 20 年２月の発行要項策定当時には予想

できるものではなく、このような価額で新株を発行することは市場に好ましくない影響を与え

るものと考えられます。そこで、行使価額が 0.9 円の新株予約権については行使要請をしない

方針とするとともに、今後、行使価額が再修正される回号について、１円未満とならぬよう、

行使価額の下限価額を設定し、各新株予約権者の同意の上、発行要項を改定することといたし

ました。  

また、合わせて、行使価額の再修正の時期について、前の価額修正から６ヶ月経過した後は、

当社の取締役会の決定により価額修正ができるものであることに基づき価額修正を行ってまい

りましたが、発行要項の表現が必ずしも明確でなく、行使価額の修正の時期が適切か否か疑義

が生じかねないため、より明確化するため、発行要項を改定いたしました。このような改定に

至りましたのは、当社が発行要項を策定する際の検討が十分でなかったことに起因するもので

あり、投資家の皆様にご迷惑をおかけいたしましたこと、誠に遺憾に思う次第でございます。 

 

 

 【改定前】  

８．行使価額の修正  

（２）②修正開始日の６ケ月後の最終取引日の翌日以後においては、６ケ月毎の最終取引日

（以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日

（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引

日までの５連続取引日とする。以下「修正後行使価額算定期間」という。）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毎日の終値の平均値の90％に相当す

る金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、それぞ

れ修正される。（新設）なお、修正開始日行使価額算定期間または修正後行使価額算定

期間内に、第９項第(2)号乃至第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、

修正後行使価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。  
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【改定後】  

８．行使価額の修正  

（２）②修正開始日の６ケ月後の最終取引日の翌日以後においては、決定日の翌日以降、決定

日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「修正後行

使価額算定期間」という。）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

引の毎日の終値の平均値の 90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を切り捨てる。）に、それぞれ修正される（修正後の行使価額を以下「修正

後行使価額」という。）。但し、算出の結果、修正後行使価額が１円未満となる場合は、

修正後行使価額は１円とする。）。なお、修正開始日行使価額算定期間または修正後行

使価額算定期間内に、第９項第(2)号乃至第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた

場合には、修正後行使価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

 

 

 

新旧対照表 

 

１ 第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発行に関するお知らせ 

改定前 改定後 

（２）本新株予約権の商品性について 

本修正条項付新株予約権について 

②割当日以降、当社の判断により回号ごと

の行使価額の修正及び再修正の決定が

行われると、行使価額は、その時の株価

の 90％に修正され、以降 6 ケ月に一度

その時の株価の 90%に修正される、とい

う設計となっております。 

（２）本新株予約権の商品性について 

本修正条項付新株予約権について 

②割当日以降、当社の判断により回号ごと

の行使価額の修正及び再修正の決定が行

われると、行使価額は、その時の株価の

90％に修正される、という設計となって

おります。 

 
 
 
 
２ 第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発行に関するお知らせ 別添発行要項 

改定前 改定後 

8．行使価額の修正 

(2)行使価額修正の決定が行われた場合、行

使価額は、①・・（中略）・・に、②修正開

始日の６ケ月後の最終取引日の翌日以後

においては、６ケ月毎の最終取引日（以下

「決定日」という。）の翌日以降、決定日

まで（当日を含む。）の５連続取引日（た

だし、終値のない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前の取引日

までの５連続取引日とする。以下「修正後

行使価額算定期間」という。）の株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値の平均値の 90％に

相当する金額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、

 

(2)行使価額修正の決定が行われた場合、行

使価額は、①・・（中略）・・に、②修正開

始日の６ケ月後の最終取引日の翌日以後

においては、決定日の翌日以降、決定日ま

で（当日を含む。）の５連続取引日（ただ

し、終値のない日は除き、決定日が取引日

でない場合には、決定日の直前の取引日ま

での５連続取引日とする。以下「修正後行

使価額算定期間」という。）の株式会社大

阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値の 90％に相

当する金額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を切り捨てる。）に、

それぞれ修正される（修正後の行使価額を
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それぞれ修正される（修正後の行使価額を

以下「修正後行使価額」という。（新設）

）。なお、修正開始日行使価額算定期間ま

たは修正後行使価額算定期間内に、第９項

第(2)号乃至第(4)号で定める行使価額の

調整事由が生じた場合には、修正後行使価

額は、本要項に従い当社が適当と判断する

値に調整される。 

 

 

以下「修正後行使価額」という。但し、算

出の結果、修正後行使価額が１円未満とな

る場合は、修正後行使価額は１円とする。

）。なお、修正開始日行使価額算定期間ま

たは修正後行使価額算定期間内に、第９項

第(2)号乃至第(4)号で定める行使価額の

調整事由が生じた場合には、修正後行使価

額は、本要項に従い当社が適当と判断する

値に調整される。 

 

 

３ 第三者割当による第７回乃至第18回新株予約権発行に関する補足資料（その１）  

改定前 改定後 

Q２：当新株予約権はMSCB（転換価格修正条

項付転換社債型新株予約権付社債）等とは

異なるのですか？  

Ａ：MSCBとは、行使価額が６カ月間に１回

を超える頻度で修正される条項（可能性の

ある ものを含む）が付された第三者割当に

より発行される新株予約権等をいいます。

当新株予約権は、修正開始日もしくは、６

カ月後の最終取引日の翌日以降に行使価額

を修正する条項が付されており、６カ月毎

に自動更新される仕組みです。従いまして、

６カ月間に１回を超えない頻度で修正され

ているので、MSCB等に該当いたしません。

Q２：当新株予約権はMSCB（転換価格修正条

項付転換社債型新株予約権付社債）等とは

異なるのですか？  

Ａ：MSCBとは、行使価額が６カ月間に１回

を超える頻度で修正される条項（可能性の

ある ものを含む）が付された第三者割当に

より発行される新株予約権等をいいます。

当新株予約権は、修正開始日もしくは、６

カ月後の最終取引日の翌日以降に行使価額

を修正する条項が付されており、６カ月後

以降に修正可能な仕組みです。従いまして、

６カ月間に１回を超えない頻度で修正され

ているので、MSCB等に該当いたしません。

Q４：行使価額修正は、どのように算出され

るのですか？  

Ａ：行使価額は、修正開始日（当日を含む。）

から、行使価額修正決議日の前銀行営業日

まで（当日を含む。）の５連続取引日を、「修

正開始日行使価額算定期間」といいます。 

（注：ただし、終値（気配表示を含む。以

下同じ。） のない日は除き、行使価額修正

決議日の前銀行営業日が取引日でない場合

には、行使価額修正決議日の前銀行営業日

の直前の取引日までの５連続取引日の期間

にあたります。）  

行使価額修正の決定が行われた場合、修

正開始日行使価額算定期間内の、株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当

する金額（円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を切り捨てる。） に、それ

ぞれ修正されます。  

Q４：行使価額修正は、どのように算出され

るのですか？  

Ａ：行使価額は、修正開始日（当日を含む。）

から、行使価額修正決議日の前銀行営業日

まで（当日を含む。）の５連続取引日を、「修

正開始日行使価額算定期間」といいます。 

（注：ただし、終値（気配表示を含む。以

下同じ。） のない日は除き、行使価額修正

決議日の前銀行営業日が取引日でない場合

には、行使価額修正決議日の前銀行営業日

の直前の取引日までの５連続取引日の期間

にあたります。）  

行使価額修正の決定が行われた場合、修

正開始日行使価額算定期間内の、株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当

する金額（円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を切り捨てる。） に、それ

ぞれ修正されます。 

但し、修正後行使価額には下限が定められ

3 



未満となる場合は、修正後行使価額は１円と

なり、修正後行使価額が１円未満となること

はありません。   

Q５：修正開始日以降６カ月後に、行使価額

はどのように修正されるのですか？  

Ａ：修正開始日もしくは再修正開始日の６

ケ月後の最終取引日の翌日以後において

は、６ケ月毎の最終取引日を、「決定日」と

いいます。決定日まで（当日を含む。）の５

連続取引日（ただし、終値のない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の

直前の取引日までの５連続取引日）を、「修

正後行使価額算定期間」といいます。 修正

後行使価額算定期間内の、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

の毎日の終値の平均値の90％に相当する金

額（円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を切り捨てる。）に、それぞれ修

正されます。修正後の行使価額を、「修正後

行使価額」といいます。 

 

Q５：修正開始日以降６カ月後に、行使価額

はどのように修正されるのですか？  

Ａ：修正開始日もしくは再修正開始日の６

ケ月後の最終取引日の翌日以後において

は、行使価額修正の決定日まで（当日を含

む。）の５連続取引日（ただし、終値のない

日は除き、決定日が取引日でない場合には、

決定日の直前の取引日までの５連続取引

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毎日の終値の平

均値の90％に相当する金額（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を切り

捨てる。）に、それぞれ修正されます。修正

後の行使価額を、「修正後行使価額」といい

ます。 

但し、修正後行使価額には下限が定められ

ており、算出の結果、修正後行使価額が１円

未満となる場合は、修正後行使価額は１円と

なり、修正後行使価額が１円未満となること

はありません。   

 

 

 

 

 

 

４ 第三者割当による第７回乃至第 18 回新株予約権発行に関する補足資料（その２） 

改定前 改定後 

修正開始日の6カ月後の月の最終取引日 行使価額修正の決定日（行使価格修正決議

日+５営業日） 

６カ月毎の自動更新 ６ヶ月以降見直し可能 

（新設） ６ヶ月間 

（新設） 行使価額修正決議日 

（新設） 修正開始日 

（新設） 修正後行使価額が１円未満となる場合は、

修正後行使価額は１円となり、修正後行使

価額が１円未満となることはありません。
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【改定前】 

 

 

【改定後】 

 

 
以上 
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