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平成24年6月11日  

 

各   位 

 

会 社 名 森  電  機  株  式  会  社  

代表者名 代表取締役社長 小 川 浩 平  

（コード番号 ６９９３ 東証第二部）  

問合せ先  総務部長  岩 瀬 茂 雄  

（TEL．０３－３４４８－７３００）  

 

 

第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株予約権（以下「本新株

予約権」という。）の募集を行うことについて決議致しましたので、下記の通りお知らせ致しま

す。（以下、本新株予約権発行の資金調達スキーム全体を「本調達スキーム」という。） 

 

記 

 

１． 第三者割当による新株予約権発行の概要 

 

（１）割当日 平成24年 6月27日 

（２）発行新株予約権数  840個 

（３）発行価額 本新株予約権１個につき6,600円（総額5,544,000円） 

（本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額－新株予約権の目

的である株式1株あたりにつき5円（総額215,544,000円）） 

（４）当該発行による 

潜在株式数 

42,000,000株（新株予約権1個につき50,000株） 

（５）資金調達の額 215,544,000円（差引手取概算額: 202,309,000円）  

（内訳）新株予約権発行による調達額：  5,544,000円  

 新株予約権行使による調達額： 210,000,000円  

差引手取概算額は、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
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ら、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額と

なります。 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。 

（６）行使価額  5円（固定） 

（７）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

三田証券株式会社（以下「三田証券」といいます。）に対する第三

者割当方式 

（８）その他 ① 行使価額及び対象株式数の固定  

本新株予約権は、昨今、その商品設計等について市場の公平性や既

存株主への配慮といった観点からの懸念が示される価額修正条項付

きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なり、行使価額及び対象株式

数の双方が固定されていることから、既存株主の皆様の株主価値の

希薄化に配慮したスキームとなっております。発行当初から行使価

額は5円で固定されており、将来的な市場株価の変動によって行使価

額が変動することはありません。また、本新株予約権の対象株式数

についても発行当初から42,000,000株で固定されており、将来的な

市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。 

なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対

象株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。 

 

②取得条項 

新株予約権には、 

a． 平成24年6月28日以降いつでも、一定の手続を経て、当社は本新

株予約権１個当たりにつき本新株予約権1個当たりの払込価額6,600

円で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取

得条項が付されております。 

b． 平成24年6月28日以降、東証二部における当社普通株式の終値 

が本新株予約権の行使価額の200%以上になった場合（このような状

態になった日を以下「到達日」という。）、当社は、到達日の翌日

から起算して２週間後に、その時点において未行使となっている本

新株予約権の全てを強制的に取得する旨の取得条項が付されており

ます。 

 

③ 譲渡制限  

本新株予約権には譲渡の制限を設けておりませんが、割当契約にお

いて、「本新株予約権を第三者に譲渡するには、当社取締役会の承
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認を要する。また新株予約権譲渡後も、当該割当契約の内容は譲渡

先に継承される」旨を定める予定です。 

 

④ 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1

項第31号イに定義される）と割当予定先である三田証券との間で、

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。

 

２． 発行の目的及び理由 

(1) 本新株予約権発行の目的 

本新株予約権の発行は、当社代表取締役社長である小川浩平氏からの借入金の返済102

百万円及び一般管理費（人件費、賃借料、その他）100 百万円の支出のための運転資金

に充当する予定であります。 

売上減少等の要因により、当社の過去 3期の連結当期純利益は、平成 24 年 3 月期△128

百万円、平成 23 年 3 月期△30 百万円、平成 22 年 3 月期△44 百万円（１株当たり当期純

利益は、平成 24 年 3 月期△0.38 円、平成 23 年 3 月期△0.08 円、平成 22 年 3 月期△0.14

円）と、いずれもマイナスに留まっております。 

こうした経営環境の中で、当社の財政状況は徐々に悪化し、手元資金だけでカバーす

るには限界となり、（株）ディーワンダーランド（以下、ＤＷという。）からの借入金 213

百万円（有担保）などの他、新たに当社代表取締役の小川浩平氏から平成 23 年 12 月を

初めとして、継続的に運転資金確保の為に緊急融資（無担保）を受け、平成 24 年 3 月期

連結会計期間末における現金同等物は 48 百万円を確保しています。しかし、向こう 1年

間の資金収支状況から当連結会計年度（平成 25 年 3 月期）において運転資金等の資金調

達がなお必要であり、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象が生じております。

そこで、平成 24 年 12 月までに支出予定の資金についての調達手段を本第１四半期中に

確保すべく、本新株予約権発行により、運転資金等約 200 百万円を調達することといた

しました。調達資金のうち一部を代表取締役社長あての借入金返済に充当することとし

ておりますが、ｐ８「資金使途の合理性に関する考え方」記載の理由および担保条件等

を検討し、当該返済により、有利子負債が圧縮され、財務体質の改善に資するものであ

ると考えているためであります。 

当社は、今後も電機事業及び投資事業に注力して参りますが、電機事業につきまして

は、生産面で、一層の在庫削減、製品の統廃合により製造原価の削減を進め、販売面で

は更なる選別受注の強化や競争力のある製品の適正な利益の確保に努め、代行店の協力

を得ながら省エネ・環境製品の拡販を図る等粗利益率の向上を図っていく予定ですが、

以上の施策の実施によっても収益的に改善が見込まれないと判断した場合は、抜本的な

事業構造改革を検討して参ります。 
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また、投資事業への取組みにつきましては、本日付けで開示しております「商号の変

更に関するお知らせ」をご覧ください。なお、大黒屋株式に対する売買予約権の行使に

ついては、現状、平成 24 年 3 月 2日付の当社発表資料「業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて開示しております通りではありますが、本日時点では大黒屋株式の 終処理並

びに譲渡価格が不透明なこともあり、ＤＷからの投資回収資金は見込まず、先に運転資

金を確保することといたしました。 

 

(2）本新株予約権を選択した理由 

当社は、本資金調達を実施するにあたり、各種資金調達方法について慎重に比較検討

を進めてまいりました。その結果、第三者割当による本新株予約権の発行により資金調

達を行うことが相当であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した

具体的な検討内容です。  

 

① その他の資金調達方法の検討について  

前記「２(1) 本新株予約権発行の目的」で述べた必要資金の調達について、当社は、

全額を主として銀行借入を中心としたデットファイナンスに拠るべく複数の金融機関に

打診しましたが、当社の現在の業績および財政状況では難しいとの感触を得、デットフ

ァイナンスは難しいと判断し、銀行以外からの借入を行うにしても、一時的なものとな

るために短期での返済が必要であり、増資までのブリッジファイナンスとならざるを得

ず、また、小川氏個人からの借入金 194 百万円に関してデット・エクイティ・スワップ

（以下「ＤＥＳ」といいます。）による返済の提案も行いましたが、小川氏から、無担保

での緊急処置としてやむなく実施したものであることから、早急に現金にて返済してほ

しい旨回答がありました。 

以上から、既存株主の皆様の株式の希薄化を懸念しつつも、エクイティによる調達を

検討するに至りました。 

この点公募増資は、引き受ける証券会社がなく、また当社の業績及び無配が続いてい

る現状では引受先が集まらないリスクが高いと判断せざるを得ませんでした。結果とし

て、第三者割当方式による資金調達を選択いたしました。 

 

② 資金調達方法（第三者割当による新株予約権発行）  

上述した通り、当社は継続企業としての前提に重要な疑義が生じている状況であり、

今後の事業運営には多くの不確実性が存在していることに鑑みると、一定数以上の当

社株式をまとめて取得する意向を有する投資家を見つけることは困難であると判断し

たため、結果として、引受先にとってよりリスクの低い新株予約権を発行することに

よる資金調達を行うことといたしました。  
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(3) 本スキームの特徴について  

本新株予約権のスキームは、具体的には次のような特徴があります。 

①行使価額及び対象株式数の固定  

本新株予約権は、昨今、その商品設計等について市場の公平性や既存株主への配慮

といった観点からの懸念が示される価額修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラント

とは異なり、行使価額及び対象株式数の双方が固定されていることから、既存株主の

皆様の株主価値の希薄化に配慮したスキームとなっております。すなわち、発行当初

から行使価額は 5 円で固定されており、将来的な市場株価の変動によって行使価額が

変動することはありません。また、本新株予約権の対象株式数についても発行当初か

ら新株予約権 1 個につき 50,000 株、合計 42,000,000 株で固定されており、将来的な

市場株価の変動によっても潜在株式数が変動することはありません。  

但し、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方

が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。 

なお、平成 24 年 6 月 11 日に当社が発表致しました「株式併合及び単元株式数の変

更に関するお知らせ」の通り、当社の第 103 期定時株主総会において、かかる議案に

ついて承認決議されることを条件として、平成 24 年 10 月 1 日（予定「効力発生日」）

以降、当社の株式が併合され単元株式数が変更される予定であります。 

 

② 取得条項  

本新株予約権には、a.「平成 24 年 6 月 28 日以降いつでも、一定の手続を経て、本

新株予約権１個当たり 6,600 円で、本新株予約権の全部又は一部を当社が取得するこ

とができる」旨および、b.「平成 24 年 6 月 28 日以降、東証二部における当社普通株

式の終値が本新株予約権の行使価額の 200%以上になった場合、その時点において未行

使となっている本新株予約権の全てを当社が強制的に取得する」旨の取得条項が付さ

れております。 

取得条項 a.により当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退し

た場合、又は、より有利な他の資金調達手法が確保された場合には、取得条項に従い

本新株予約権者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可能となる

ため、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。  

 

③ 譲渡制限  

本新株予約権には譲渡の制限を設けておりませんが、割当契約において、「本新株予

約権を第三者に譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。また新株予約権譲渡後

も、当該割当契約の内容は譲渡先に継承される」旨を定める予定です。 
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④  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 1項第 31 号イに

定義される）と割当予定先である三田証券との間で、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。 

また、割当予定先である三田証券は、本新株予約権の行使を前提とした空売りを行

うことはありません。 

 

⑤  利益相反を回避するための措置 

借入金の返済を受ける小川浩平氏は当社代表取締役であり、当社との間に利害関係

が生じることから、当社取締役会における本新株予約権にかかる決議には参加いたし

ておりません。 

 

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） 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

215,544,000 13,235,000 202,309,000 

（注）１. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額 5,544,000 円に本新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計額 210,000,000 円を合算した金額であります。 

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. 発行諸費用の概算額の内訳は以下の通りであります。 

弁護士費用      10,000 千円 

価値算定費用      2,500 千円 

登記費用         735 千円   

       ４. 本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、又は、当社が取得した新株予約 

権を消却した場合には、上記差引手取概算額は減少いたします。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額202,309,000円については、当社代表取締役社長である小川浩平氏から

の借入金の返済102,000,000円及び一般管理費100,309,000円支出のための運転資金に充当す

る予定であります。  

なお、代表取締役社長の小川浩平氏からの借入金は6本ありますが、既に返済期限日が到来

しているにもかかわらず、返済が延滞している借入金が5本あるため、今回の調達資金により、

その一部返済に充当することとなっています。 
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具体的な使途及び支出予定時期については、以下の通りであります。 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

①当社代表取締役社長からの借入金

194百万円の一部返済に充当 
 

【既存借入金明細】 

借入時期 及び金額       当初返済期日

平成23年 12月 26百万円   平成24年1月

平成24年 1月 41百万円  平成24年2月

平成24年 2月 35百万円  平成24年3月

平成24年 3月 28百万円  平成24年4月

平成24年 4月 27百万円  平成24年5月

平成24年 5月 37百万円  平成24年6月

合計     194百万円 

 

【使途】 

運転資金 

（仕入代金支払、一般管理費支払） 

 

【借入条件】 

返済期限：借入日より１ヶ月後 

（返済期限以後１ヶ月毎の借換） 

 

 利率：年率5％ 

 

 担保：無 

 

②当社運転資金(一般管理費支出) 
 

【内訳】 

 一般管理費 

人件費       45百万円 

賃借料      13百万円 

その他        42百万円 

合計     100百万円 

 

①及び②合計 

102百万円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計202百万円 

平成24年6月～平成24年12月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年6月～平成24年12月 

（注）1.新株予約権という性質上、現時点において資金の支出時期及び金額を、正確に織り込むことは

困難であるため、変動する可能性があります。仮に、新株予約権の行使が進まず、必要となる

資金調達ができない場合、さらに借入金による調達も不可能となった場合には、借入先である

当社の代表取締役社長との間で返済時期・返済金額等を交渉し、延期する等により対応する方

針です。 

また、新株予約権の行使が進み、調達資金が予定どおりであった場合、適時当社代表取締役社

長からの借入金返済に充当いたしますが、102 百万円を返済後も、平成 25 年１月以降において

92 百万円の返済期日を延滞した借入金が残る見込みです。当社は、このような状況を改善する

ため、前記「２．（１）本新株予約権発行の目的」記載内容の通り、投資事業の回収資金等によ

り、借入金残高の縮小を一段と進める方針です。 

 

2.本新株予約権の発行により調達する資金につきましては、当社代表取締役社長からの借入金及

び当社運転資金（人件費、賃借料、その他経費）に対する支払に充当いたします。しかしながら、

当社においては、平成 24 年 12 月までに支出予定の当社運転資金に不足が生じている現状で、本

新株予約権の行使が当社の想定を下回った場合には、優先的に当社運転資金の支払に充当する方

針です。 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

調達する資金は、前記「２．（１）本新株予約権発行の目的」に記載の通り、代表取

締役である小川浩平氏からの借入金の返済及び一般管理費支出のための運転資金に充

当する方針です。代表取締役小川浩平氏への借入金返済は、すでに返済期限が到来し

ていることや、小川氏個人による当社への緊急的な貸付であったことから、当社のコ

ーポレート・ガバナンス上、小川氏との取引関係を長期化するよりも、早期に解消す

ることが、合理性がある使途であると考えております。あわせて、有利子負債が圧縮

されるなど、財務体質の改善に資するものであり、自己資本を高め、財務体質がより

強固なものになると認識しております。 

随時資金調達額の状況を見ながら、支出の優先順位を決める予定であり、まずは一

般管理費支出の運転資金を優先させる予定です。これは、当社グループの財務基盤の

強化による企業の存続を図ることを目的としております。したがって、今回の資金調

達は既存株主の皆様の利益に資するものであり、合理的であると考えております。 

 

５．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 

本新株予約権の発行価額については、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との

間での締結が予定される本契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価額算定モデ

ルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とした第三者評価機関株式会社 プル

ータス･コンサルティング による評価書（本新株予約権 1 個につき 6,600 円）を参考

に、本新株予約権の１個当たりの払込金額を 6,600 円といたしました。  

第三者評価機関による算定結果は、本新株予約権の行使価額(1 株当たり金 5 円)、権

利行使期間(0.5 年間)、当社株式の市場売買高(約 1,610 千株)及び株価(5 円)、株価変

動率(86％)、無リスク利子率(0.1％)、配当利回り(０％)等の前提条件及び割当予定先

の行動、すなわち、当社株価が権利行使価格を上回っている場合に随時権利行使を行

い、取得した株式を１日約 322,000 株(平均売買高の 20％)売却すること、一度の権利

行使で新株予約権を 6 個行使するものとし、行使して取得した株式を全て売り切るま

で次の行使を行わないこと、かつ、当社としては本新株予約権の発行要項に定められ

た取得条項に定める条件、すなわち、割当日以降、東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引終値が行使価額の 200％相当額以上になった場合、２週間前までに事前

通知することにより、本新株予約権の割当予定先の保有する本新株予約権の全部を発

行価額相当額で取得することを前提として算出しております。取得条件として「当社

株価が行使価額の 200％相当額以上になった場合」と設定いたしましたのは、当社の状

況や当社株価推移等を勘案の上、市場からの評価が上昇したことにより、当社株価が

本新株予約権の行使価額である5円の200％の価格である10円以上となった場合には、

他の新たな資金調達（新株式、新株予約権の発行等）が実施できる状態になると現時
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点において判断しているためであり、この条件設定は妥当であると考えております。 

また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行を決議した取締役会（以下、

「本件取締役会」という）の決議日（平成 24 年 6 月 11 日）の前取引日(平成 24 年 6

月 8 日)の東証二部における当社普通株式の終値 5 円を参考として、当社の業績動向、

財務状況、株価動向等を勘案し、割当予定先と協議を行なった結果、ディスカウント

率 0％とし１株 5円に決定いたしました。 

なお、本件取締役会に出席した監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）全員が、①本新

株予約権の行使価額は当社株式の市場価格を基に定められてそのディスカウント率が

0%であり、第三者評価機関による本新株予約権の評価もこれを前提としていること、

②本新株予約権の発行価額は第三者評価機関の評価額と同額であること、③第三者評

価機関により本新株予約権の評価に際して用いられたモンテカルロ・シミュレーショ

ンは新株予約権の評価において一般的に用いられている方法であること、および④第

三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングは新株予約権の評価を多

数手がけており新株予約権の価値の算定において定評を有することから、本新株予約

権の発行価額ならびに行使価額について割当先に特に有利でないことに係る適法性に

関して、算定根拠に合理性が認められ、会社法第 238 条３項２号に定める特に有利な

金額に該当しないと考える旨の意見を表明しております。 

 

（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理由 

本新株予約権の行使による発行株式数は 42,000,000 株ですが、これは、平成 24 年 3

月 31 日現在の当社発行済株式総数 342,176,165 株の 12.27%（平成 24 年 3 月 31 日現在

の当社議決権個数 341,973 個の 12.28％）に相当するため、これによって既存株主の皆

様の①株式持分比率および議決権比率、ならびに②１株当たり純資産額および１株当

たり予想当期純利益が低下するおそれがあります。 

しかしながら、現在のように厳しい経営環境の中で事業を継続し収益の改善を図る

ため、また、今後も継続的安定的に収益を計上する企業へと変革を図るためには、そ

もそも当社自体が企業として存続する必要があり、かつ企業として存続するためには

当該資金調達が必要となっております。 

また、既述の通り、取得条項に基づき一定条件を満たせば残存する新株予約権の全

部又は一部を当社が取得できることから、株式の希薄化を出来る限り抑制することが

可能となっております。更に、当社の株価が上昇し、より有利な条件での資金調達手

段が見つかるなどした場合には、その時点で残存する新株予約権を取得することがで

きこの点でも、希薄化を出来る限り抑制する余地を残しております。 

したがいまして、当社といたしましては、本新株予約権の発行が、既存株主の皆様

の保有している株式の経済的価値を必ずしも毀損するものではないと判断しておりま

す。 
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６． 割当予定先の選定理由等 

（１） 割当先の状況 

a. 割当予定先の概要（平成24年3月31日現在） 

名称 三田証券株式会社 

本店の所在地 東京都中央区日本橋兜町３番 11 号 

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長  三田 邦博 

資本金 ５億円 

事業の内容 

金融商品取引業、貸金業、金銭債権の売買業務、生命

保険の募集に関する業務、不動産の賃貸業務、宅地建

物取引業 

主たる出資者及びその出資比率 三田 邦博 38.41％ 

業績（平成 24 年 3月期） 営業収益 1,991 百万円 当期純利益 107 百万円 

 

b. 提出者と割当予定先の関係 
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 

割当予定先が保有している当社の株式数 該当事項はありません 

人事関係 該当事項はありません 

資金関係 該当事項はありません 

技術又は取引関係 該当事項はありません 

 

c. 割当予定先の選定理由 

 当社は、新株予約権の割当先について検討を行ってまいりましたところ、平成24年

4月、当社の代表取締役社長である小川浩平より今回の割当予定先である三田証券株

式会社の紹介を受け、三田証券から本新株予約権に係る条件提示を受けました。資金

繰りが厳しい当社の現在の状況において、三田証券以外の割当候補先を探す時間的余

裕はなく他の割当候補先は見当たらないこと、三田証券より本新株予約権の行使によ

り交付される当社普通株式について市場動向を勘案しつつ適時売却していく方針で

あり、当社の経営に介入する意思がないことが確認できたこと、及び金融商品取引業

者として本新株予約権と類似の案件についても実績を有していること等を総合的に

勘案し、三田証券を割当予定先として選定いたしました。なお、代表取締役社長の小

川からは、三田証券との間で過去又は現在において取引を行った経緯はなく、あくま

で三田証券の方と友人関係である旨を確認しております。 

 

d. 割当てようとする株式の数 

新株予約権の目的である株式の総数 42,000,000 株（42,000 個） 

 

e. 株券等の保有方針 

当社は、割当予定先である三田証券より、本新株予約権の行使により交付される当

社普通株式については、市場動向を勘案しつつ適時売却していく方針であるとの説明

を受けており、当社の経営に介入する意思がないことを確認しております。また、割
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当予定先はいわゆる証券会社であり、自己の商品有価証券勘定にて本新株予約権又は

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を保有し、適宜市場内で売却を行

いつつ、新株予約権の権利行使を実施する予定です。従って、当社株式の希薄化は市

場取引高に応じて徐々に進捗することとなり、急速には進みにくいと予想されます。 

 

（２）払込みに要する資金等の状況 

当社は、三田証券の平成 24 年 3 月 31 日現在の決算書類により、平成 24 年 3 月 31

日現在における三田証券の現預金等の財産の状況を確認しており、三田証券が本新株

予約権の行使に要する財産を保有しているものと判断しております。 

 

（３）割当先の実態 

当社は、第三者機関である株式会社中央情報センターに調査を依頼し、割当予定先、

割当予定先の役員及び主要株主が、暴力又は威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為

を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体でないこと、

及び、当該団体とは一切関係がないことを確認しております。 

 

７．新株発行・予約権行使前後の大株主及び持株比率 

【第三者割当後の大株主の状況】 

氏名又は名称 住所 
割当前所有株式

数(株) 

割当前総議

決権数に対

する所有議

決権数の割

合（％）

割当後の所有

株式数（株） 

割当後の総

議決権数に

対する所有

議決権数の

割合（％）

三田証券株式会社 
東京都中央区日本橋兜町３

番 11 号 
0 0.00 42,000,000 10.94

ミズホ セキュリテ

ィーズ アジア リ

ミテッド クライア

ント アカウント 

６９２５０６０１ 

（常任代理人 株式

会社みずほコーポレ

ート銀行決済営業部）

HK 12ＴＨ ＦＬＯＯＲ， 

ＣＨＡＴＥＲ ＨＯＵＳ

Ｅ ， ８ ＣＯＮＮＡＵＧＨ

Ｔ ＲＯＡＤ， ＣＥＮＴ Ｒ

ＡＬ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ

（東京都中央区月島４丁目

16－13） 

23,383,000 6.84 23,383,000 6.09

㈱バネット 東京都世田谷区経堂 3,429,000 1.00 3,429,000 0.89

本澤優一 埼玉県朝霞市 3,255,000 0.95 3,255,000 0.85
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田村都志雄 富山県魚津市 3,250,000 0.95 3,250,000 0.85

株式会社九州カイリ

ック 
富山県魚津市 2,300,000 0.67 2,300,000 0.60

鈴木和彦 北海道札幌市 2,000,000 0.58 2,000,000 0.52

魚津海陸運輸倉庫株

式会社 
富山県魚津市 2,000,000 0.58 2,000,000 0.52

株式会社北海道カイ

リック 
富山県魚津市 2,000,000 0.58 2,000,000 0.52

大森健二 群馬県館林市 1,658,000 0.48 1,658,000 0.43

株式会社中部カイリ

ック 
富山県魚津市 1,575,000 0.46 1,575,000 0.41

計 － 44,850,000 13.12 86,850,000 22.62

（注） １ 所有株式数は、平成 24 年 3 月 31 日時点の株主名簿をもとに作成しております。 

２ 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成

24 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数に、本新株予約権の目的である株式の総数 42,000,000

株を加えて算定しております。 

３ 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び、「割当後の総議決権数に対する所有議決権

数の割合」は、当社が保有する自己株式 74,000 株を控除して算出し、小数点第３位を四捨

五入しております。 

４  割当予定先である三田証券の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」を 10.94%

としておりますが、「6（１）e. 株券等の保有方針」に記載の通り、同社は本新株予約権の

行使により取得する当社株式を速やかに市場において売却する予定です。従いまして、同社

の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は実際には 10.94%に達しない見込み

です。 

 

８．今後の見通し 

本新株予約権の発行は、調達資金を当社運転資金への充当および借入金の一部返済   

により財務基盤の強化を図り、企業の存続を図ることを目的としております。 

当社が、平成 24 年 5 月 15 日に発表いたしました当期の連結業績予想に現時点では

変更はございません。 

なお、本新株予約権の行使状況、大黒屋株式の 終処理、電機事業の改善状況など

により、別の資本政策を改めて検討する可能性があります。 
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（企業行動規範上の手続き） 

  〇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。 

 

９． 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） 

決  算  期 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 平成 24 年 3月期 

売  上  高 485 391 445 

営 業 利 益 △312 △421 △396 

経 常 利 益 △ 20 △ 11 △118 

当 期 純 利 益 △ 44 △ 30 △128 

１株当たり当期純損失（円） △0.14 △0.08 △0.38 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

１株当たり純資産（円） 3.69 3.60 3.23 

  

 （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24年3月31日現在） 

発行済株式数 342,176,165 株 

現時点における潜在株式数 0 株 

 

 

（３） 近の株価の状況 

  ① 近３年間の状況  

（単位: 円） 

 平成 22 年 3月 平成 23 年 3月 平成 24 年 3月 

始  値 5 12 18 

高  値 32 24 19 

安  値 5 7 5 

終  値 12 18 6 
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  ② 近６ヶ月の状況 

（単位: 円） 

 
平成 23 年 

12 月 

平成 24 年

1月 

 

2 月 

 

3 月 

 

4 月 

 

5 月 

始  値 7 7 7 6 6 6 

高  値 9 9 8 7 7 7 

安  値 6 6 5 5 5 5 

終  値 7 7 6 6 6 5 

  

  ③発行決議日前営業日株価 

 平成 24 年 6月 8 日現在 

始  値 5 円

高  値 5 円

安  値 5 円

終  値 5 円

 

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

発行期日 平成 21 年 4月 23 日 

調達予定資金の額（調達額） 490,000,000 円 （480,000,000 円） 

割当先 Arhat Partners Limited 

募集時点における発行済株式

数 
280,926,165 株 

募集時点における潜在株式数 

当初の行使価額（8円）の場合  62,500,000 株 

行使価額上限値（16 円）の場合  31,250,000 株 

行使価額下限値（4円）の場合  125,000,000 株 

現時点における転換状況 行使済株式数 61,250,000 株 残高 0円 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 21 年 4月 23 日～（運転資金に充当） 

現時点における充当状況 運転資金に充当 
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１０．発行要項 

本新株予約権の発行要項につきましては、末尾に添付される別紙「第 11 回新株予約権発

行要項」をご参照下さい。 
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別紙 

第11回新株予約権発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 森電機株式会社第 11 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡）  

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 金 5,544,000 円  

 

３. 申込期日  平成 24 年 6 月 27 日  

 

４. 割当日及び払込期日 平成 24 年 6月 27 日  

 

５. 募集の方法  第三者割当ての方法により、三田証券株式会社に割当てる。  

 

６. 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 42,000,000 株とす

る（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）

は 50,000 株とする｡）。但し、本項第(2)号及び第(3)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 10 項の規定に従って行使価額（第 9 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。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 10 項に定める行使価額調整式におけ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 10 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。 

  

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後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並びにその事由、調整前割当株

式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。

但し、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。  
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７. 本新株予約権の総数 840 個  

 

８. 本新株予約権１個あたりの払込金額 金 6,600 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 個あたりの価額は、本項第(2)号に定める行

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 株あ

たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、5円とする。但し、行

使価額は第 10 項の定めるところに従い調整されるものとする。  

 

10. 行使価額の調整  

(1) 当社は、当社が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

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。  

割　当 １株当たり
既発行 株式数 払込金額

調整後 調整前 株式数

行使価額 行使価額
= ×

＋

×

１株当たりの時価

既発行株式数＋割当株式数  

 

(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(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

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。  
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③ 本項第(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本項第(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。 

  

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｡）の取得と引換えに本項第(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 調整後行使価額は、取得日の翌

日以降これを適用する。 

  

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前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

を切り捨てるものとする。  

 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先

立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日を除く｡）の株式会社東京証

券取引所市場第二部（以下「東証二部」という。）における当社普通株式の終値

の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。 

  

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。  

 

(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、必要な行使価額の調整を行う。  
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① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、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とき。 

  

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並びにその事由、調整前行使価額、調

整後行使価額及び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、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。  

 

11. 本新株予約権の行使期間  

平成 24 年 6月 28 日から平成 24 年 12 月 27 日までの期間とする。但し、第 14 項に定

める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、当社

が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止

する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の 1ヶ月前までに通知する。  

 

12. 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授権株式数 

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。   

 

13. 新株予約権の取得事由  

(ア) 平成 24 年 6 月 28 日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得す

る旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することが

できる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株

予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 2 週間前までに行うこと

により、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予約権１個当た

りの払込価額と同額で、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。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

合理的な方法により行うものとする。 
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(イ) 平成 24 年 6 月 28 日以降、東証二部における当社普通株式の終値が本新株予約権

の行使価額の 200％以上になった場合（このような状態になった日を以下「到達

日」という。）、当社は、到達日の翌日から起算して 2 週間後に、その時点におい

て未行使となっている本新株予約権の全てを強制的に取得する。  

 

14.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付  

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分

割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式

交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編成行為」と総称する。）

を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権

に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分

割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」

と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予

約権を交付するものとする。  

 

(1) 新たに交付される新株予約権の数  

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案

して合理的に調整する。調整後の 1個未満の端数は切り捨てる。 

  

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類  

再編当事会社の同種の株式 

  

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法  

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1株未満の端数は

切り上げる。 

  

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1円未満の端数は

切り上げる。  

 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該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、再編当事会社による当

該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券

及び行使の条件 

第 11 項ないし第 14 項、第 15 項及び第 16 項に準じて、組織再編成行為に際して決

定する。 
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 15. 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。  

 

16. 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。  

 

17. 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 11 項記載の新株予約権を行使することができる

期間中に、当該本新株予約権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受

けた振替機関又は口座管理機関を通じて、第 18 項記載の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

使に際して出資の目的とされる金銭の全額を第 19 項に定める行使請求の払込取扱

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、行使請求に必要な全部の事項が行使請求受付場

所に通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資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。 

 

18. 行使請求受付場所  

三井住友信託銀行証券代行部  

 

19. 払込取扱場所  

みずほ銀行 渋谷支店  

 

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規定の適用を受ける。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. 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 

 

22. 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  

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び第 5項により本新株予約権を

引き受けようとする者との間で締結される第三者割当契約の諸条件を考慮して、一般的

な価額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た第三者評価機関

である株式会社プルータス・コンサルティングによる評価書を参考に、本新株予約権 1

個当たりの払込金額を 6,600 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき額は第 9項記載の通りとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前営

業日（平成 24 年 6 月 8日）の東証二部における当社普通株式の終値 5円を参考として、

投資家と協議を行なった結果、１株 5円（ディスカウント率 0％）に決定した。 

 

23. その他  

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中に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) 本新株予約権の発行については、有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

 

 

以 上 


