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行使価額修正条項付き第３回新株予約権（第三者割当て）の発行 

及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ 
 

当社は、平成 23 年７月 13 日開催の取締役会において、第三者割当てによる第３回新株予約権（以

下、「本新株予約権」といいます。）の発行（ＭＳワラントの発行）、及び金融商品取引法による届出

の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約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 

株式会社フジコー第３回新株予約権（第三者割当て） 

（１） 割 当 日 平成 23 年７月 29 日 

（２） 新株予約権の総数 6,200 個 

（３） 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 1,830 円（総額 11,346,000 円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：620,000 株 

行使価額の上限は設定されておりませんが、下記（６）に記載の

通り、行使価額の修正は 1,224 円を上限としております。 

行使価額の下限は設定されておりませんが、下記（６）に記載の

通り、本新株予約権の行使制限により、本新株予約権の各行使請

求に係る通知を当社が受領した日（以下「修正日」といいます。）

が、払込期日から 20 取引日（以下に定義する。）目までの期間（20

取引日目を含む。）内に到来する場合は、551 円が、払込期日の 20

取引日目より後（20 取引日目を含まない。）に到来する場合は、588

円が行使価額の下限となります。なお、行使価額の修正が行われ

ても、潜在株式数は 620,000 株で一定であります。「取引日」とは、

株式会社東京証券取引所の開設する東証マザーズ（以下「取引所」

といいます。）において売買立会が行われる日をいいます。但し、

取引所において当社普通株式の取引停止処分又は取引制限があっ

た場合（一時的な取引制限も含む。）には、当該日は「取引日」に

はあたらないものとします。 

（５） 資 金 調 達 の 額 538,743,200 円（差引手取概算額）（注） 
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（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額 898 円 

行使価額は、①修正日が、払込期日から 20 取引日目より後（20

取引日目を含まない。）に到来する場合は、当該修正日の直前の金

曜日（但し、当該金曜日が取引日でない場合は、当該金曜日の直

前の取引日とします。また、修正日が取引日である金曜日であり、

当該本新株予約権の各行使請求に係る通知の受領時に取引所にお

けるその日の売買立会が終了している場合は、当該金曜日としま

す。以下同じ。）の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」

といいます。）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、当該修正日以降、当該修正日価

額に修正されます。 

 ②修正日が、払込期日から 20 取引日目までの期間（20 取引日目

を含む。）内に到来する場合は、修正日の直前取引日（但し、当該

本行使請求通知の受領時に取引所におけるその日の売買立会が終

了している場合、当該修正日とします。以下同じ。）の取引所にお

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％に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた金額を修正日価額とし、当該修正日価額が当該修正日の直

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ます。

 但し、上記に基づき修正された行使価額が、 1,224 円を超える

場合、行使価額は、当該修正日以降、1,224 円に修正されます。  

 また、修正日が、①払込期日から 20 取引日目より後（ 20 取

引日目を含まない。）に到来する場合は、当該修正日の直前の金曜

日において、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が

653 円（発行要項第 11 項の規定を準用して調整されます。）を下回

る場合、②払込期日から 20 取引日までの期間（ 20 取引日目を

含む。）内に到来する場合は、当該修正日の直前取引日において、

取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 612 円（発行要

項第 11 項の規定を準用して調整されます。）を下回る場合、本新

株予約権の行使が制限されることとなります。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法による。 

（８） 割 当 予 定 先 マッコーリー・バンク・リミテッド 

（９） そ の 他 

当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品

取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第

三者割当て契約を締結する予定です。当該第三者割当て契約にお

いて、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要であ

る旨が定められており、本新株予約権を譲渡した場合、割当予定

先は本契約及び本新株予約権に基づく一切の債務から免責され、

割当予定先からの譲受人が、コミットメント条項及び制限超過行

使にかかる義務を含む本契約の割当予定先としての権利義務の一

切を承継するものとなっております。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。 

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する可能性があります。

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、資金調達の額は減少します。 
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２．募集の目的及び理由 

当社は廃棄物処理の適正化及びリサイクルの推進等に関する法整備並びに社会的な関心の高ま

りを受け、廃棄物処理設備の拡充を順次実施してまいりました。焼却施設の更新工事が完成しまし

た平成 16 年以降は、計画を上回る受入数量となり、需要過多の状況下での施設運営を行ってまい

りました。そのような環境下におきまして多くの取引先の需要に応えるとともに更なる事業の拡大

を目的として、平成 19 年９月末にバイオマス発電施設の新設を行い、一般廃棄物処分業の許可を

取得するに至りました。 

しかしながら、完成直前の平成 19 年６月に施行されました改正建築基準法の影響等もあり、建

設廃棄物の減少と受入単価の下落等、市場環境が急激に悪化しました。新施設の営業運転開始に伴

い、営業企画チームを設置し、新規取引先の拡大に努めた結果、新規取引先の売上割合も順調に推

移しておりますが、平成 19 年６月期以前と比較しますと、サブプライムローン等の影響による建

設不動産不況の深刻化と合わせ、売上高及び営業利益金額も減少しており、平成 20 年６月期、平

成 21 年６月期は大幅な減収となり、営業並びに経常損益、純損益におきましても赤字を計上して

おります。 

当社の主要事業であります産業廃棄物処理事業は、設備投資に多額の資金が必要であり、現在保

有しております諸設備の資金調達は大部分が各金融機関からの借入れ等に依存しております。 

この様な状況下におきまして、営業キャッシュ・フローは黒字を継続しておりますが、有利子負

債の元金及び利息の支払い並びに設備投資に関する割賦未払金、ファイナンスリース未払金の返済

金額は営業キャッシュ・フローと比較しますと高水準な状況が継続しておりました。そのような状

況下で、営業活動で得られる資金全額を金融機関への返済に充当しても有利子負債の元金及び利息

の支払い額に対して不足することとなりましたので、全取引金融機関への借入金残高につきまして

平成 21 年 12 月 21 日以降において、借入契約に基づく元本弁済の停止を依頼させていただきまし

た。 

平成 22 年６月期におきまして、原価及び販売管理費の削減に加え、主要取引先からの受入数量

の下げ止まりと新規取引先の売上増加に注力した結果、収益も黒字化が確実になるとともに今後も

継続的に営業キャッシュ・フローの黒字計上が見込まれることから、平成 22 年３月に全取引金融

機関にご承諾いただき、元本返済額及び元本返済期間延長の契約を締結しております。 

当社の取り組むべき喫緊の課題は、収益構造の改善及び拡大を図り、営業キャッシュ・フローを

向上させ、財務体質の改善を実行することであるとの認識にもとづき、これまで下記記載の(1)か

ら(3)の取組みを推進してまいりました結果、業績は回復傾向であり平成 23 年６月期も営業利益、

経常利益、純利益ともに黒字化を見込んでおります。また第４四半期は月次での黒字化も定着する

見込みであります。 

しかしながら、平成 23 年３月末現在の有利子負債残高の総資産に占める割合は 64.8％と高水準

であり、平成 23 年６月期第３四半期の営業キャッシュ・フローは 225 百万円を計上しております

が、同期の投資キャッシュ・フローと財務キャッシュ・フローを合わせた支出額は 258 百万円で、

営業キャッシュ・フローを上回っており、前期末と比較して現預金残高は 33 百万円減少し、37 百

万円になっております。金融機関と返済金額及び返済方法の変更契約を締結してから１年３ヶ月と

いう状況で、新規の借入れが困難であり、手元現預金から食品リサイクル事業等への投資を行って

おりますので、月中での資金繰りは極めて厳しい状況が継続しております。 

 

（１）新規取引先及び取引業種の拡大 

当社の主要事業であります建設系リサイクル事業は、世界的な金融恐慌による建設不動産不況

等の影響により、建設及び住宅着工戸数が大幅に減少する等、厳しい事業環境であります。また、

現状は震災に関連した解体・リフォーム・新築工事等からの廃棄物の発生量が大幅に増加してお

りますが、建設廃棄物は元来その発生量が多く、廃棄物処分業者の大半が建設廃棄物を対象とし

ているため、発生量が減少する環境下においては価格競争が発生する構造でもあります。 

当社は、このような外部環境に左右されない受入価格の向上を目的として、発電施設が完成し

た平成 19 年より許可手続を進めておりました焼却施設における許可品目の追加による変更許可
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を平成 23 年３月に取得し、賞味期限の問題等により廃棄処分が増加しております包装食品廃棄

物、製造過程で廃棄される工場系廃棄物等の受入を強化し、建設系廃棄物への依存度を低下させ、

特定の分野に集中していた事業環境の改善を図り、安定した収益構造の構築に注力してまいりま

した。 

（２）食品系リサイクル事業の営業黒字の拡大 

食品系リサイクル事業は、社会的なバイオマスリサイクルに対する意識の高まりにより拡大傾

向である市場環境において、飼料化に向けた受入数量の増加に注力しております。従来より加工

販売しておりました乾燥飼料に加え、より短時間に低コストで生産可能なリキッドフィード（液

状化飼料）への加工及びリキッドフィードを活用した養豚に取り組んでおり、平成 24 年６月期

以降はリキッドフィードの外部販売、畜産品の販売拡大等、アグリビジネスとの連携を深める事

により受入数量の拡大を目指しております。 

（３）一般廃棄物の受入強化 

当社を含めた民間処理施設で受入を行っております廃棄物の大部分は産業廃棄物であります

が、各排出事業者からの発生量は事業活動の影響等により大きく変動する要素があります。当社

は全ての処理施設において産業廃棄物処分業に加え、一般廃棄物処分業の許可を取得しておりま

す。民間企業では施設数が極めて少ない一般廃棄物処分業の許可を活用し、一般廃棄物の受入数

量の増加に努めております。街路樹の剪定枝をはじめ、ショッピングセンター等の商業施設、引

越し等から発生する廃棄物は１件当たりの発生量は多くはありませんが、安定した市場であると

ともに受入単価も安定しておりますので、今後も受入数量の拡大に注力してまいります。 

当社は、今回の新株予約権の発行により調達した資金を今後も安定的な需要の増加が見込まれ

る廃棄物の受入増加に対応するための設備資金に充当し、事業収益の拡大を図る計画を迅速に実

行するため、機動的で、かつ既存株主の利益を十分に配慮した資金調達が必要であると判断し、

今回の新株予約権の発行を決定いたしました。 

 

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、当社がマッコーリー・バンク・リミテッド（以下、「割当予定先」といい

ます。）に対し、行使価額修正条項付新株予約権を第三者割当ての方法によって割り当て、割当

予定先による新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みになっております。 

当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む

コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結いたします。 

当該契約に基づき、当社は、割当予定先に割り当てた新株予約権について、割当予定先自らの

判断で行使が行われるとともに、当社は、本新株予約権の行使期間（平成 23 年７月 29 日から平

成 25 年７月 28 日までの期間）の始期からその満了日の 15 取引日前の日（当日を除く。）までの

期間中、一定の制限の範囲内で当社の判断に基づき、当社が指定する数の本新株予約権を行使す

るよう、割当予定先に対して指図を行うことができます。割当予定先は、かかる指図を受けた場

合、一定の条件及び制限のもとで、指定された数の本新株予約権を、当該指図が効力を生じた日

から 15 取引日以内又は合意した取引日のどちらか短い期間（以下、「行使義務期間」といいま

す。）中に行使することを確約します。但し、当社に未公表の重要事実等がある場合、当社の財

政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合、政府、所轄官庁、規制当局

（日本国外における同様の規制等当局を含む。）、裁判所又は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、割当予定先等が関係法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、行使後における割当予定先の当社株式保有比率が適用法令を遵守するために

必要な上限を超える場合、当社が表明保証した事項に変更が生じた場合には、行使義務期間が延

期され、上記事由が解消してから３取引日を経過した日から起算して 15 取引日又は合意した取

引日のいずれか短い期間が行使義務期間となります。 

また、当該行使義務期間中、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 653 円（但し、

本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日が、払込期日から 20 取引日目までの

期間（20 取引日目を含む。）内に到来する場合は 612 円）（以下、「下限価額」といい、本新株予



 - 5 -

約権の発行要項第 11 項に定める行使価額の調整に係る規定の準用により下限価額も調整を受け

ます。）を一度でも下回った場合、割当予定先は当該指示に基づく本新株予約権の行使義務を負

いません。 

当社が割当予定先に対し、一度に本新株予約権の行使を指図できる数には上限が定められてい

ます。一度に行使を指図することができる本新株予約権の数は、①当該指図に基づく本新株予約

権の行使により交付される当社普通株式の数が、当該指図の直前の取引日を 終日とする 20 取

引日又は 60 取引日の間の取引所における当社普通株式の１日当たり平均売買高数のいずれか少

ない方の 50％相当分、②当該行使後における割当予定先の当社株式保有比率が、適用法令（注）

を遵守するために必要な上限（発行済株式総数の 9.99％、発行済普通株式の 5％）を超えない

こととなる数、③後記７．(3)に記載された行使制限に定める上限のうち、いずれか少ない数を

超えない限度に制限されます。 

また、当社が割当予定先に対して複数回の指図を行う場合には、前回の指図を行った日又は割

当予定先が本新株予約権を行使した日のいずれか遅い日を初日として 20 取引日（又は当社と割

当予定先が合意するより短い期間）以上の間隔を空けることとされています。さらに、当社に未

公表の重要事実等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生し

た場合、表明保証した事項に変更が生じた場合、過去に行使された本新株予約権の行使価額の累

計額と新たに行使される本新株予約権の行使価額の合計が上限金額６億円を超える場合などの

一定の場合には、当社はかかる指図を行うことはできません。なお、当社は、上記の指図を行っ

た場合、その都度公表いたします。  

また、当社は、割当予定先との間に締結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約

に基づき、①本新株予約権の権利行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の

行使が完了した場合には当該行使が完了した日、③当社が割当予定先の保有する本新株予約権の

全部を取得した日及び④コミットメント条項付き第三者割当契約が解約された日、のいずれか先

に到来する日から 12 ヶ月が経過する日までの間に、次の(i)乃至(iii)のいずれかの証券（権利）

（以下、本項において「新株及び新株予約権等」といいます。）を当社が第三者に対し発行しよ

うとする場合（但し、①当社の従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合、及び

②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携

を含みます。）の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券（権利）

を発行する場合（当該事業会社が金融会社もしくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を

提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。）を除く。）には、

当社が当該第三者に対する新株及び新株予約権等の発行に合意する前に、割当予定先に対して、

同条件にてその予定する発行額の全部又は一部について、引受け又は購入する意図があるかどう

かを確認することを合意する予定です。 

(ⅰ)当社の普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券（権利）若しくは当社に取得させ

ることができる証券（権利） 

(ⅱ)当社の普通株式の交付を当社に請求できる新株予約権の交付と引き換えに当社に取得され

る証券（権利）若しくは当社に取得させることができる証券（権利） 

(ⅲ)当社の株式若しくは当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権 

 割当予定先が当該新株及び新株予約権等の引受け又は購入を望む場合には、当該第三者の代わ

りに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して同条件にて新株及び新株予約権等を発行い

たします。 

また、①当社の従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合、及び②当社が他の

事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。）の

一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対して発行する場合（当該事業会社が金融会

社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上

の提携を行うものでもない場合に限る。）を除き、本新株予約権が残存する間、当社は割当予定

先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを

取得する権利が付与された証券を発行することができない旨についても合意する予定です。 

その他、コミットメント条項付き第三者割当て契約においては、不可抗力により契約の履行が
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困難となったとき、当社が表明保証した事実に誤りがあり又は当社が誓約や合意に違反した場合

等、一定の条件のもとで、割当予定先による解約を可能とし、割当予定先がコミットメント条項

付き第三者割当て契約に定められた前提条件に合理的に満足しない場合、当社の表明保証に誤り

があった場合・後発的事情で不正確になった場合、又は誓約・合意違反の場合等には、当社に通

知することにより本新株予約権の一部又は全部の取得を請求することができる旨、かかる請求を

受けた場合、当社が本新株予約権１個当たり発行価格と同額で当該本新株予約権を取得するとと

もに、割当予定先に生じた損失を補償する旨を合意する予定です。 

また、本行使請求通知を当社が受領した日（以下、「修正日」といいます。）の直前の金曜日（但

し、修正日が、払込期日から 20 取引日目までの期間（20 取引日目を含む。）内に到来する場合

は、修正日の直前の取引日）において、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が下限価

額を下回る場合には、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。 

さらに、別紙発行要項第 14 項(1)に記載のとおり、当社がいつでも行使することが可能な権利

としてコール・オプションが付されており、当社はその行使水準を発行決議時株価の 150％以上

と想定しております。なお、当社がコール・オプションを行使した場合でも、割当予定先は、当

社取締役会が指定する本新株予約権の取得日の前日までは、本新株予約権を行使することができ

ます。 

一方、別紙発行要項第 14 項(3)に記載のとおり、本新株予約権の発行後、取引所における当社

普通株式の普通取引の終値が 10 取引日連続して当該時点で有効な本新株予約権の下限価額を下

回った場合には、割当予定先は、それ以降いつでも、当社に対して本新株予約権の取得を請求す

ることができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予

約権１個当たり 1,830 円の金銭を支払うことにより本新株予約権を取得します。 

（注）銀行法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び外国為替及び外国貿易法。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

当社は今回の資金調達にあたり、金融機関からの借入れによる資金調達につきましても検討い

たしました。しかしながら、平成 22 年３月に全取引金融機関と借入金の返済金額及び返済期間

の変更契約を締結しており、複数の金融機関に打診しましたが変更契約から１年３ヶ月という期

間での融資は困難な状況であり、これを断念せざるを得ませんでした。また、社債発行による調

達も検討しましたが、当社が多額の有利子負債を有しているため、確実な償還が見込めないとの

理由により引受先が見つからず断念しました。一方、公募増資による新株発行についても、引受

業務の交渉を証券会社と行いましたが、当社の状況を鑑み、引受株式の売却が困難であり、第三

者割当てによる資金調達を検討せざるを得ませんでした。当社は手元流動性の少ない資金を活用

した設備投資等を行うことにより業績の回復を進めてまいりましたが、自己資本の充実による手

元資金の確保と財務体質の改善が重要な経営課題であるとの認識に基づき、複数の事業会社、投

資会社との交渉を行い、新株式の発行による資金調達を検討してまいりましたが、有利子負債の

多額な当社の現状から新株式の引受けは困難な状況であり、金融機関からの借り入れ同様、断念

せざるを得ませんでした。 

今回の行使価額修正条項付新株予約権の第三者割当てによる資金調達方法は、本新株予約権が

全て行使された場合の新規発行株式は 620,000 株となり、発行済み株式の総数である 2,552,400

株を分母とする希薄化率は 24.29％となる見込みです。このため、行使による現在及び将来にお

ける発行済株式総数の増加により、当社株主に対し１株当たりの利益の希薄化等の影響を及ぼす

可能性があり、以下の（3）本スキームの特徴に記載の【長所】及び【短所】がありますが、当

社が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

もっており、株価の動向等を勘案しながら機動的に資金を調達することができるため、既存株主

の利益への影響を抑えながら、自己資本を増強することが可能であることから、以下の（3）本

スキームの特徴に記載の【他の資金調達方法との比較】のとおり、他の資金調達手段と比較して

も、本スキームによる資金調達方法が現時点において可能な選択であると判断し、これを採用す

ることを決定いたしました。 
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（３）本スキームの特徴 

本新株予約権による資金調達スキームには、以下のような長所及び短所があります。 

【長所】 

① 資金需要の発生時期及び金額に合わせて、当社が割当予定先に新株予約権の行使の数と行

使の時期を一定の条件と制限のもとで指定することができるため、機動的な資金調達が可能

であり、かつ希薄化による株価への影響を相当程度抑えることができる。 

② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は、本新株予約権の発行要項第 11 項に基づく行

使価額の調整が行われない限り、行使価額の修正に関らず 620,000 株で一定であり、希薄

化率は、 大でも 24.29％までに制限される。 

③ 一度に本新株予約権の行使を指図できる数には上限（①当該指図の直前の取引日を 終日

とする20取引日又は60取引日の間の取引所における当社普通株式の１日当たり平均売買高

数のいずれか少ない方の 50％相当分、②当該行使後における割当予定先の当社株式保有比

率が、適用法令を遵守するために必要な上限（発行済株式総数の 9.99％、発行済普通株式

の 5％）を超えないこととなる数、③後記７．(3)に記載された行使制限に定める上限のう

ち、いずれか少ない方を超えない限度）があるため、株価に対する一時的な影響を抑えるこ

とができる。 

④ 株価が上昇し、有利あるいは効果的な調達方法の選択が可能な場合、当社はコール・オプ

ションを行使することで、有利あるいは効果的な調達方法を選択し実行することができる。 

 

【短所】 

① 株価の下落により行使価額が下方修正されれば、資金調達額が減少する。 

② 割当予定先の基本方針として、長期間保有する意思を有しておりませんので、権利行使に

より取得された株式は、原則として短期保有であり、市場で売却されるため、市場株価の下

落を招く可能性がある。 

③ 株価が下限価額を一定期間下回った場合（本新株予約権の発行後、取引所における当社普

通株式の普通取引の終値が 10 取引日連続して当該時点で有効な本新株予約権の下限価額を

下回った場合）、割当予定先は当社に対して本新株予約権の発行価額と同額で本新株予約権

を買取るよう請求する権利を有することになり、資金調達額が減少する。 

④ 当社株式の流動性は、東日本大震災発生後の平成 23 年３月末より大幅に増加しております

が、流動性は著しく減少する可能性もありますので、流動性が大幅に低下した場合、資金調

達額が著しく減少する。 

⑤ 当社の手取額は本新株予約権者の権利行使状況、当社株価の推移及び本新株予約権の行使

についての当社の行使指示の条件等、将来決定される要素により変動するため、当社が予定

どおりの資金調達ができない可能性があり、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ

可能性があります。 

 

【他の資金調達方法との比較】 

① 公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるが、同時に将来の１株当たり利

益の希薄化をも一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きい。 

② 株価に連動して行使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は多様化しているが、一般的には、転換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、転換の完了までに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。 

③ 行使の制限や制限の解除のみが可能な他の行使価額修正型の新株予約権については、一定

期間内に行使すべき新株予約権の数を指図することができず、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である。 
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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） 

・ 本新株予約権に係る調達資金             568,106 千円 

本新株予約権の払込金額の総額            11,346 千円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の額    556,760 千円 

 

・ 発行諸費用                      29,363 千円 

・ 差引手取概算額                   538,743 千円 

（注）１．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 898 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。 

２．発行諸費用の概算には、価値算定費用（300 万円）、アドバイザリー費用（1,670 万円）、

弁護士費用（350 万円）、その他調査費用、有価証券届出書作成費用、司法書士並びに登記費

用等（616 万円）を見込んでおります。 

３．行使価額が修正又は調整された場合、上記差引手取概算額は増加又は減少します。また、

本新株予約権の行使が権利行使期間内に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、上記差引手取概算額は減少します。 
 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金 額 支出予定時期 

① 工事未払金及び売掛担保ローンの返済 90 百万円 平成 23 年 7 月～平成 25 年 2 月 

② がれき類破砕施設の改修工事 50 百万円 平成 23 年 8 月～平成 24 年 2 月 

③ 食品リサイクル事業の拡大に向けた整備 239 百万円 平成 24 年 3 月～平成 25 年 3 月 

④ 取引先からの借入金及び未払金の返済 67 百万円 平成 24 年 8 月～平成 25 年 6 月 

⑤ 運転資金 92 百万円 平成 23 年 8 月～平成 25 年 4 月 

（注）１．調達した資金については、支出までの期間、当社の取引先銀行の預金口座等で保管する予

定です。 

２．使途①の工事未払金及び売掛担保ローンの返済につきましては、既存焼却施設に排ガス浄

化装置を平成 23 年３月に設置済みであり、設置工事の未払金及び工事代金の支払に使用した

売掛債権を担保とした借入金の返済に充当する予定です。当該装置の設置により、平成 23 年

３月末に事業範囲の変更許可を取得しております。その結果、平成 23 年４月以降は受入数量

の増加に加え、受入平均単価も上昇傾向であります。 

３．使途②のがれき類破砕施設の改修工事につきましては平成 22 年７月以降、取引先の増加

により受入数量は増加傾向でありましたが、平成 23 年３月末より震災関連廃棄物の受入が増

加しております。現在は異物の除去作業等を運転要員の手作業により行っておりますが、当

該作業を機械化することにより破砕機本来の処理能力を発揮することが可能となります。平

成 24 年 6 月期に入りましても新規自治体からの震災関連廃棄物の受入を開始しており、民間

需要と合わせた今後の受入数量の拡大に対応する計画であります。 

４．使途③の食品リサイクル事業の拡大に向けた整備につきましては、現在受け入れ数量の

60％以上を堆肥化しておりますが、中期的には需要の増加が見込まれる飼料化への比重を増

加させる計画であります。ファームネットジャパン社との業務提携により鉾田ファームの肥

育状況も改善しておりますので、リキッドフィードの生産量の増加等に向けた整備として、

リキッドフィードの加工設備に 15 百万円（平成 24 年 3 月）、鉾田ファームの整備費用に 20

百万円（平成 24 年 5 月）、ダチョウ用飼料の研究開発に 25 百万円（平成 25 年 3 月）を予定

しております。乾式メタン発電施設の安定稼動を目的として、発電施設の床からメタン菌溶

液を貯留タンクへ回収し、再び発電施設の発酵室内へ散布することによりメタン菌溶液の循
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環利用を行っております。現状の回収ポンプ及び回収パイプは草木の繊維質による目詰まり

が多く、メタン菌溶液の移送量が不安定なため、発電機は満足に稼働しておりません。これ

らを解決するため、電気制御システムを含めた交換工事に 15 百万円（平成 24 年 4 月）、食品

リサイクル事業において現在の主力であります堆肥化事業で使用しております発酵棟の床面

に送風装置が埋め込まれておりますが、経年劣化により床面コンクリートがはがれておりま

すので、コンクリート表面の改修工事を行うことにより効率的な発酵の促進を目的に 20 百万

円（平成 25 年１月）の支出を計画しております。なお、144 百万円（平成 25 年３月）は、

現在検討を進めております飼料化施設の新設及びダチョウ肥育施設の整備費用の一部として

充当する予定であります。 

５．使途④の取引先からの借入金及び未払金の返済につきましては、平成 22 年 3 月に金融機

関と返済方法の条件変更に関する契約を締結しました以前に、取引先から 3,000 万円の運転

資金の借り入れを行っておりましたが、条件変更契約時の平等性の原則から平成 23 年 3 月

31 日の返済期日に返済を行うことができず、平成 24 年 7 月以降に協議を行うことで合意し

ております。また、未払金につきましては平成 19 年に完成しました発電施設の追加工事代金

でありますが、当社の資金不足により一時払いが不可能なため、延払いを行っております。

２社は、ともに当社の取引先でもありますので、早期の返済を計画しております。借入金は

平成 24 年 8 月、未払金は平成 25 年 6 月の返済予定であります。 

６．使途⑤の運転資金につきましては、本来営業キャッシュ・フローで得られる資金を充当す

る性質の資金でありますが、前述の通り、新規の借り入れが困難な状態において、手元現預

金から食品リサイクル事業等への投資を行ってまいりましたので、月中での資金繰りは極め

て厳しい状況が継続しており、発電施設の法定点検（４年毎に一度）に 35 百万円（平成 23

年 10 月から 12 月）、焼却施設の部品交換（３年前後に一度）に 25 百万円（平成 24 年 6 月及

び平成 25 年 4 月）、通常未払金の支払不足に 14 百万円（平成 23 年 8 月）、買掛金の支払不足

に 18 百万円（平成 23 年 9 月）の支出を予定しております。 

なお、本件資金調達スキームの特性上、当社の手取額は本新株予約権者の権利行使状況、

当社株価の推移及び本新株予約権の行使についての当社の特約行使状況等、将来決定される

要素により変動するため、当社が予定どおりの資金調達ができない可能性があり、これによ

り、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。但し、その際には、

上記③の設備資金につきましては、当社の業績を考慮のうえ、割賦契約等により調達手段を

検討することで対応する予定です。 

また上記各明細の支出時期につきましても、現時点における予定でありますので、出資が

なされた時点の状況及び外部環境の変化等により変更する場合があります。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

今回調達する資金は、廃棄物リサイクル施設への設備投資及び運転資金に充当いたします。これ

らは、当社の財務状況の改善ならびに今後の当社収益の向上に寄与するものであり、結果として当

社の企業価値・株式価値が向上し、株主利益の向上をもたらすものと考えており、かかる資金使途

は合理的なものであると考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項

付き第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定

機関（株式会社プルータス・コンサルティング、所在地：東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号）に

依頼しました。当該評価においては、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、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社

に付されたコール・オプション及び行使指定権、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株

式保有動向等について、当社及び割当予定先へのヒアリングを基に一定の前提を置き、評価を実

施しております。 
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なお、当社に付されたコール・オプションは、発行要項上いつでも行使することが可能な権利

とされております。当社は、株価が一定程度上昇した場合、コール・オプションを行使するもの

と想定しており、当該評価においてはその水準を発行決議時株価の 150％以上と設定しておりま

す。 

また、割当予定先の行動については、割当予定先自らの判断により行使を行うとともに当社が

行使指定を行い、それを受けて行使をするものと想定しております。当社からの行使指定は、資

金調達の目的から、可能な限り必要な量の行使を指定するものとし、評価上は、発行個数である

6,200 個を権利行使期間の 24 ヶ月で除して得られる個数を目安に、行使指定が可能な場合は、

20 取引日に１度約 260 個ずつ行使指定をするという前提を置いており、割当予定先の売却行動

に関しては、当社の流動性を鑑み、本新株予約権の権利行使期間は２年間でありますが、直近２

年間及び直近３ヶ月の平均売買出来高は大きく乖離しておりますので、直近３ヶ月間の平均売買

出来高を参考に約 1,300 株程度を目安として日々売却していく前提を置いております。当該前提

については、将来の売買出来高を客観的に算定する評価モデルが確立していないことに鑑みます

と、現在の流動性からは若干減少するものと予測しておりますが、直近２年間の平均売買出来高

と比較しますと流動性は増加するという前提を採用することで不合理ではないと、当社及び割当

予定先と検討を重ね判断しております。なお、将来の株価の推移によっては、全ての行使が終了

しない可能性もあります。また、割当予定先にはプット・オプションが付されており、割当予定

先に当該権利の行使可能性をヒアリングしたところ、当該権利は当社がデフォルトする見込みが

高まった時に行使するものと想定しているとの説明を受けておりますが、当社は継続企業を前提

として評価を依頼しているため、プット・オプションの行使の可能性は評価に織り込んではおり

ません。当社は、上記前提条件を基に算出された 1,830 円を参考として、本新株予約権１個の払

込金額を金 1,830 円としました。また、当初行使価額は、平成 23 年 7 月 13 日の株式会社東京証

券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値 816

円を 10％上回る額としました。 

なお、払込金額に係る適法性につきましては、本日開催の取締役会にて監査役３名（うち社外

監査役２名）も、割当予定先に特に有利でないと判断しております。当該意見の基礎となる判断

要素として、払込金額の算定にあたり第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティ

ングが公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の市場売買高及び株価、権

利行使期間、株価変動性、金利等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として

一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していること

から、当該第三者算定機関の評価額は合理的な公正価格と考えられ、払込金額も当該評価額とほ

ぼ同額であること、また、修正後の行使価額も、払込期日より 20 取引日目までは、本新株予約

権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日において、その直前取引日の当社普通株式の終値

（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（１円未満切上げ）に

修正され、また、上記 20 取引日目後は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し

た日において、その直前の金曜日の終値（当該金曜日が取引日で無い場合は、同金曜日の直前の

取引日の終値）の 90％に修正されます。この行使価額が 90％に修正される条件は、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て、当社が行使指示を行った場合、割当

予定先が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決定したもの

でありますので、本新株予約権の払込金額及び行使価額については適正価額であり、有利発行に

は該当しないものと判断いたしました。 

 

（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 

本新株予約権が全て行使された場合の新規発行株式は 620,000 株となり、発行済株式に係る議

決権の総数である 25,524 個を分母とする希薄化率は 24.29％となる見込みです。 

しかしながら、当社は、当社の現状において、銀行等の金融機関からの借入れによる資金調達

は、極めて厳しい状況にあるとの認識から、本新株予約権の発行による資金調達により、当社の

財務基盤の強化と、今後の廃棄物リサイクル事業及び食品リサイクル事業を中心としたバイオマ

スリサイクル事業への投資を行い、業容拡大と企業価値の向上を実現していく予定であり、将来
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的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断し

ました。 

なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は新株発行に代る新たな資

金調達手段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を買入取得で

きる条項を付することで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。 

 

７．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

（１） 名 称 
マッコーリー・バンク・リミテッド   

（英文字：Macquarie Bank Limited） 

（２） 所 在 地 Level 2,1 Martin Place, Sydney NSW2000, Australia       

（３） 代表者の役職・氏名 
会長 H.K マッキャン （H.K McCann） 

CEO  N.W. ムーア（N.W. Moore） 

（４） 事 業 内 容 商業銀行 

（５） 資 本 金 
7,278 百万豪ドル(624,962 百万円) 

換算レートは１豪ドル 85.87 円です。(平成 23 年 3 月 31 日現在）

（６） 設 立 年 月 日 1985 年 2 月 28 日 

（７） 発 行 済 株 式 数 485,069,369 株 

（８） 決 算 期 3 月 31 日 

（９） 従 業 員 数 15,556 人 （マッコーリーグループ）(平成 23 年 3 月 31 日現在）

（10） 主 要 取 引 先 個人及び法人 

（11） 大株主及び持株比率 
マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッド 100％ 

（英文字：Macquarie B.H. Pty Ltd,） 

（12） 当事会社間の関係  

 資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。

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、特筆すべき資本関係はありません。 

 

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。

（13） 近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2009 年 3 月期 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 

連結営業収益 42,756 百万円 65,319 百万円 94,886 百万円

連結税引後営業利益 44,945 百万円 59,747 百万円 71,530 百万円

包括利益 34,410 百万円 67,547 百万円 48,345 百万円

純資産 438,508 百万円 722,962 百万円 782,104 百万円

総資産 8,921,006 百万円 11,153,029 百万円 12,052,885 百万円

１株当たり連結税引後利益 133.01 円 134.54 円 147.46 円

１株当たり配当金 141.72 円 73.35 円 112.41 円

１株当たり純資産 1,297.74 円 1,627.98 円 1,612.35 円

（注）上記表の各円換算額については各決算日のＡ＄レートの仲値で換算し記載しております。 
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（２）割当先を選定した理由 

当社は、「２．募集の目的及び理由」に記載しました通り、平成 21 年６月期以降、経費の削減

と営業拡大等の取り組みを強化した結果、平成 22 年６月期以降の業績は回復傾向であり、平成

23 年６月期におきましても平成 23 年４月以降は焼却施設での変更許可の取得とともに、ごく一

部ではありますが自治体からの震災廃棄物の受入開始、民間からの震災関連廃棄物の増加等によ

り廃棄物の受入数量が増加傾向で推移しておりますが、今後も取引先の拡大による収益改善を目

的とした設備投資資金が必要であるとともに安定的な事業運営に向けた手元流動性の確保が必

要な状況であります。そのような状況下で平成 23 年初旬より複数の投資家と協議を進めてまい

りましたが、割当予定先の投資意欲と当社の資金需要が合致したことから、当社の事業戦略及び

資金需要の必要性、時期並びに経営方針、現状の事業環境等を理解していただいたうえで、今回

の資金調達への支援につき割当予定先との間で協議・交渉を行うこととなりました。当社とアド

バイザリー契約を締結しております株式会社船井財産コンサルタンツの担当者とは平成 21 年秋

より複数の資本提携をご提案いただいておりました。しかしながら、当社の業績回復が途上過程

であったこと及び有利子負債が多額であるため、合意契約には至っておりませんでした。平成

23 年初旬から前記４．（２）「調達する資金の具体的な使途」に記載しております必要資金の資

金調達方法に関する検討を行う過程において、平成 23 年４月に割当予定先の紹介を受けました。

当社代表取締役社長の小林が本件の媒介者であるマッコーリーキャピタル証券会社の担当者と

の面談を重ね、当社の現状、事業環境等の説明を行い、事業概要についてご理解をいただいたう

えで、資金提供のご提案をいただきました。 

当社は、割当予定先以外の他社の提案も検討しましたが、割当予定先の提示した行使価格修正

条項付き新株予約権の内容において、当社の行使指示により機動的な資金調達が行えること、株

価の上昇時には資金調達額が増加すること並びに、コールオプションが付されることにより他の

有利な資金調達方法を実行することが可能である等の条件が当社及び当社の既存株主の皆様に

とって も有利な内容であるとともに割当予定先は金融機関として国際的な信用力があるもの

と判断し、割当予定先として選定いたしました。 

（注） 本割当ては、日本証券業協会会員であるマッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジ

ャパン・リミテッド(東京支店)の斡旋を受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める

平成 19 年５月 29 日付「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 16 条第１項及び第２項の

適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３）割当先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはあ

りません。また、コミットメント条項付き第三者割当て契約書において、本新株予約権の譲渡の

際に当社取締役会の承認が必要であり、また、譲渡が行われた場合、譲受人はコミットメント条

項付き第三者割当て契約書に定める一切の権利義務を承継する旨が定められる予定です。 

割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として長期間保有する意思

を有しておりません。 

また、当社と割当予定先は、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項から第５項まで、及び日本証券業協会の定める平成 19 年５月 29 日付「第

三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割

当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点

における上場株式数の 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。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は確保さ

れている旨の報告を受けており、割当予定先の直近の財務諸表等から、現預金残高は 650,809

百万円（連結）(平成 23 年 3 月 31 日現在）と確認しており、当社としてかかる払込みに支障は

ないと判断しております。 
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（５）株券貸借に関する契約 

当社及び当社の役員・大株主と割当予定先との間において、本新株予約権の行使により取得す

る当社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く、割当予定先による空売りも

行われません。 

 

（６）割当予定先の実態 

割当予定先の株式を 100％所有するマッコーリーB.H. Pty Ltd,の所有者であるマッコーリー

グループ・リミテッドは、マッコーリーグループの持ち株会社としてオーストラリア証券取引所 

(ASX） に上場しており、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁

APRA（Australian Prudential Regulation Authority）の監督及び規制を受けております。また、

マッコーリーグループは、金融サービス機構の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリーバン

ク・インターナショナルも傘下においております。そして、マッコーリーグループの事業は、世

界中にあるその他規制機関による規制を受けております。以上のような、割当予定先の属するグ

ループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について、当社は株式会社船井財産コンサルタン

ツから本件の斡旋を行うマッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド

（東京支店）の紹介を受け、 担当者との面談によるヒアリング及び APRA ホームページ、マッ

コーリー・バンク・リミテッドのアニュアルレポート等で確認しており、割当予定先並びに割当

予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。なお、当社

は、割当予定先及びその役員並びに主要株主が、反社会勢力との間に一切関係がないことを確認

しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 23 年６月 1 日現在） 

氏名又は名称 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

小林 直人 338,000 13.24 

桑原 光雄 290,000 11.36 

エスシーエス株式会社 240,000 9.40 

上竹 智久 202,000 7.91 

桑原 浩文 101,200 3.96 

小林 美子 100,000 3.92 

上竹 智子 100,000 3.92 

桑原 隆命 84,800 3.32 

桑原 重善 84,000 3.29 

株式会社ザイエンス 80,000 3.13 

（注）１．今回の新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜

在株式数を反映した持株数及び持株比率を算定しておりません。なお、割当予定先が本新株

予約権の行使により取得する当社株式を全て保有した場合、割当予定先に係る「割当後の所

有株式数」は、620,000 株、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、19.54％

となります。 

２．平成 23 年６月 1 日付けで、1 株につき 20 株の割合をもって分割しておりますので、所有

株式数は 20 分割した株式数を表記しております。 

 

９．今後の見通し 

今回の資金調達による平成 23 年６月期の業績に与える影響は株式発行に関連する費用の発生が

見込まれますが、売上、収益に与える影響は軽微であります。 
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なお、平成 24 年６月期以降の業績に与える影響につきましては、現在集計中であり、平成 23

年６月期の決算発表時に開示させていただく予定であります。上記「４．（２）調達する資金の具

体的な使途」にも記載しておりますが、焼却施設での変更許可取得により平成 23 年４月以降の受

入数量は増加傾向であるとともに、受入単価につきましても平成 23 年６月より順次見直しを行っ

ております。また震災関連の廃棄物は解体・リフォーム工事等から発生する民間受注の受入数量は

増加傾向であります。自治体からの受入につきましては、平成 23 年５月より開始しており、平成

23 年７月も新規自治体からの受入を開始しておりますが、当社施設の受入全体に占める割合は少

数であります。甚大な被害が発生しております東北地方の震災廃棄物の受入は現状行っておりませ

ん。なお、バイオマス発電施設から発生する電力販売に関して、現在、国会で審議されている自然

エネルギー電力の固定価格買取り制度（「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法案」）において、既存施設（法律施行前に稼働している発電施設）に関する固定価格

買取り制度の対象及び買取り価格がどのように移行するかは不透明な状況でありますので、当社は

バイオマスの受入単価の向上に注力しております。また、食品リサイクル事業につきましても、平

成 23 年７月より受入単価の見直しを順次行っており、飼料化向けの原料確保の拡大に努めること

により、再生飼料の販売数量増加を見込んでおり、将来の業績に寄与するものと考えております。 

 

（企業行動規範上の手続き） 

○企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当ては、① 希釈化率が 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（新株予約権又は取得請求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、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第

432 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。 

 

１０． 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６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

売上高 1,612 百万円 1,539 百万円 ― 

営業利益 △13 百万円 △38 百万円 ― 

経常利益 △107 百万円 △132 百万円 ― 

当期純利益 △141 百万円 △148 百万円 ― 

１株当たり当期純利益 △1,455.02 円 △1,480.40 円 ― 

１株当たり配当金 ― 円 ― 円 ― 

１株当たり純資産 8,809.59 円 6,848.24 円 ― 

（注）平成 22 年６月期より、連結対象となる子会社がありませんので連結財務諸表を作成しており

ません。 

（単体） 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

売上高 1,594 百万円 1,539 百万円 1,603 百万円 

営業利益 △3 百万円 △38 百万円 134 百万円 

経常利益 △95 百万円 △133 百万円 50 百万円 

当期純利益 △127 百万円 △148 百万円 33 百万円 

１株当たり当期純利益 △1,303.96 円 △1,479.52 円 299.40 円 

１株当たり配当金 ― 円 ― 円 70 円 

１株当たり純資産 8,960.68 円 6,848.24 円 6,499.13 円 
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（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 23 年６月 1 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 2,552,400 株 100.0％ 

潜在株式数 60,000 株 2.4％ 

（注）１．上記潜在株式数はストック・オプション 3,000 株の数値となります。 

２．平成 23 年６月 1 日付けで、1 株につき 20 株の割合をもって分割しておりますので、株式

数は 20 分割した株式数を表記しております。 

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３ヶ年の状況 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

始 値 585 円 343 円 175 円 

高 値 725 円 360 円 185 円 

安 値 318 円 75 円 127 円 

終 値 318 円 184 円 157 円 

（注）１．各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 

   ２．平成 23 年６月 1 日付けで、１株につき 20 株の割合をもって分割しておりますので、各月

の株価は 20 分割した株価を表記しております。 

② 近６か月間の状況 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

始 値 142 円 143 円 149 円 417 円 791 円 605 円 

高 値 160 円 157 円 484 円 1,025 円 890 円 882 円 

安 値 142 円 142 円 125 円 403 円 561 円 469 円 

終 値 148 円 144 円 420 円 791 円 607 円 730 円 

（注）１．各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 

   ２．平成 23 年６月 1 日付けで、１株につき 20 株の割合をもって分割しておりますので、各月

の株価は 20 分割した株価を表記しております。 

③ 発行決議日における株価 

 平成 23 年７月 13 日 

始 値 787 円 

高 値 873 円 

安 値 771 円 

終 値 816 円 

 (注) 各株価は、東京証券取引所におけるものであります。 
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（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当てによる新株式発行 

発行期日 平成 21 年４月７日 

調達資金の額 24,000,000 円 

発行価額 １株につき 2,000 円 

募集時における発行済株式数 97,500 株 

当該募集による発行株式数 12,000 株 

募集後における発行済株式総数 109,500 株 

割当先 エスシーエス株式会社 

発行時における当初の資金使途 ①運転資金 20 百万円  ②試験研究調査費 ４百万円 

発行時における支出予定時期 ①平成 21 年３月  ②平成 21 年４月 

現時点における充当状況 上記内容で充当しております。 

 

以上 
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（別紙） 

株式会社フジコー第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 

 

株式会社フジコー第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 23 年７月 29 日 

 

３．割当日 

 

平成 23 年７月 29 日 

 

４．払込期日 

 

平成 23 年７月 29 日 

 

５．募集の方法 

 

第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割当

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 620,000 株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 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。 

 

 
調整後割当株式数 ＝ 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

 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。 
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(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及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数

並びに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 

 

6,200 個 

 

８．各本新株予約権の払込金額 

 

新株予約権１個当たり金 1,830 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又は算定方法 

 

(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、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株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初 898 円とする。但し、行使価額は第 11 項に定めるところに従い調整されるも

のとする。 

 

10．行使価額の修正 

 

(1)行使価額の修正については、次に定めるところによる。 

 

①第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知（以下、「本行使請求通知」と

いう。）を当社が受領した日（以下「修正日」という。）が、払込期日から 20 取引日（以下に定

義する。）目より後（20 取引日目を含まない。）に到来する場合は、当該修正日の直前の金曜日（但

し、当該金曜日が取引日でない場合は、当該金曜日の直前の取引日とする。また、修正日が取引

日である金曜日であり、当該本行使請求通知の受領時に取引所（以下に定義する。）におけるそ

の日の売買立会が終了している場合は、当該金曜日とする。以下同じ。）の株式会社東京証券取

引所の開設する東証マザーズ（以下「取引所」という。）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。 

 

②修正日が、払込期日から 20 取引日目までの期間（20 取引日目を含む。）内に到来する場合は、

修正日の直前取引日（但し、当該本行使請求通知の受領時に取引所におけるその日の売買立会が

終了している場合、当該修正日とする。以下同じ。）の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％に相当する金額の１円未満の端数

を切り上げた金額を修正日価額とし、当該修正日価額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。 

 

本発行要項において、「取引日」とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、取

引所において当社普通株式の取引停止処分又は取引制限があった場合（一時的な取引制限も含む。）

には、当該日は「取引日」にはあたらないものとする。 
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(2)前第(1)号にかかわらず、前第(1)号に基づき修正された行使価額が、1,224 円を超える場合、行

使価額は、当該修正日以降、1,224 円に修正されるものとする。 

 

(3)本新株予約権のいずれかの行使にあたって前二号に定める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、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。 

 

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 
× 

１株当たり 

払込金額 

１株当たり時価 

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 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。 
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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、当社普通株式を追加的に交付する。 

 

 

株式数 ＝ 

 

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 

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（但し、本項第

(2)号⑤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。 
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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) 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及びその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額並

びに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。 

 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

 

平成 23 年７月 29 日から平成 25 年７月 28 日までとする。 

 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 

(1) ①修正日が、払込期日から 20 取引日より後（20 取引日目を含まない。）に到来する場合、当

該修正日の直前の金曜日において、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 653 円（以

下「下限価額」といい、第 11 項の規定を準用して調整される。）を下回る場合は、当該本新株予

約権の行使はできない。 

  ②修正日が、払込期日から 20 取引日目までの期間（20 取引日目を含む。）内に到来する場合

は、下限価額を 612 円（第 11 項の規定を準用して調整される。）とし、当該修正日の直前取引日

において、取引所における当社普通株式の普通取引の終値がかかる下限価額を下回る場合は、当

該本新株予約権の行使はできない。 

 

(2)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 15 取引日前に通知をしたうえで、

当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 1,830 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、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しく 

は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合、取引所において当社の普通株式が上場廃

止とされる場合、又は取引所における当社の普通株式の取引が５日以上の期間にわたって停止

された場合は、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会

で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 1,830 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。 

 

(3)本新株予約権の発行後、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 10 取引日連続して当

該時点で有効な下限価額を下回った場合には、本新株予約権者は、それ以降いつでも、その選択

により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求す

ることができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して 15

取引日目の日において、本新株予約権１個あたり 1,830 円の価額で、当該取得請求にかかる本新

株予約権の全部を取得する。 
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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を宛先として、行使請求に必要な事項を FAX、電子メール又は当社

及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により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予定先との間で締結され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、当社の株

価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション

及び行使指定権、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提

を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 1,830 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項に記載のとおりとし、行使価額は当初、平

成 23 年７月 13 日の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 

 

株式会社フジコー 

 

20．払込取扱場所 

 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 浅草支店 

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の３銀行営業日後の日に振替株式の新規記

録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 
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22．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 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 


