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平成 25 年３月 15 日 

各  位 

会  社  名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 

代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史 

                           (コード番号 1757 大証第 2部) 

問 合 せ 先 取 締 役   岩 崎  智 彦 

                                    (Tel. 03-5775-2100) 

 

 

ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり資金の調達を目的として当社以外の全株主を

対象としたライツ・オファリング（ノンコミットメント型）（以下、「本件」といい、本件における資

金調達方法を、「本資金調達方法」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

なお、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）とは、新株予約権を全ての株主に対し無償

で割当て（以下、「本新株予約権」といいます。）、その行使に応じて資金を調達する手法です。ま

た、本新株予約権自体が株式会社大阪証券取引所（以下、「大阪証券取引所」といいます。）に上場

する予定であることから、本新株予約権の行使を希望しない株主の方には、本新株予約権を市場で売

却する機会が与えられることとなります。 

 一方で、期日までに何れの手続きも実施されない場合におきましては、本新株予約権は失権し、そ

の行使又は売却のいずれも行えなくなります。従いまして、当社といたしましては、本新株予約権の

割当てを受けた株主の皆様には、(ⅰ)本新株予約権を行使して当社普通株式を取得するか、もしくは

(ⅱ)本新株予約権を売却して売却代金を得るかの何れかを選択していただきたいと考えております。 

当社株主の皆様におかれましては、後日当社にて公表させて頂きます「ライツ・オファリング(ノン

コミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q＆A）」をご参照いただき、本件

の内容について十分にご理解いただいたうえで、本新株予約権に係るご判断をいただきますよう、お

願い申し上げます。 

 

記 

１. 本件の目的等 

(１) 本資金調達の目的 

本資金調達の目的といたしましては、当社が予て取り組んでまいりました太陽光事業の本

格化に伴い、必要な資金を調達するためのものであります。 

当社は、平成 24 年５月 15 日に公表した平成 24 年３月期決算短信に記載の通り、当社第

48 期におきましては、主に建設事業、不動産事業に注力することによって業績の向上に努め

たものの、誠に遺憾ながら赤字状態を解消することはできませんでした。また、平成 25 年３

月期第３四半期決算においては、四半期純利益として 127 百万円の黒字を計上いたしました

ものの、営業損益並びに経常損益は引き続き赤字の状態が継続しております。さらに、建設

業界並びに不動産業界の近年の動向を鑑みるに、今後の見通しとしても、必ずしも楽観でき

るものではないという認識をしております。 

こうした中、当社は新たな収益の柱を構築すべく、太陽光事業を推進している次第でござ

います。新規事業の内容については、さまざまな可能性を検討いたしましたが、既存事業で

ある建設事業並びに不動産事業とのシナジー効果が見込まれること、並びに平成 24 年７月１

日施行の「再生可能エネルギー特別措置法」に基づき正式に日本でも再生可能エネルギー全

量買取制度が導入され、太陽光発電に係る事業環境が急速に整備されつつあることに鑑み、

太陽光モジュールメーカーとの OEM 契約をもって、太陽光発電事業に参入いたしました。 

現在当社では、太陽光発電モジュールを、（ⅰ）主に自宅での発電利用を目的とした一般家
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庭向け、（ⅱ）小規模の遊休地や工場、倉庫の屋上等に太陽光発電モジュールを設置し、外部

の電力会社等に電力を販売することを目的とした事業者向け、（ⅲ）大規模な土地を活用した

上で、発電能力２メガワット以上を想定したプロジェクト単位で（ⅱ）同様電力会社に売電

を行う発電事業者向けに販売する体制構築に邁進をしている次第でございます。 

（ⅰ）の一般家庭向け販売に関しましては、現在当社は代理店を通じた販売網の構築を企

図し、代理店網構築に向けた研修・サポート体制の構築を行い、販売活動を行っております。 

（ⅱ）及び（ⅲ）の発電事業者向け販売につきましては、単に太陽光発電モジュールを販

売するのみならず、当社グループの不動産知識や経験を活用し、日本全国の遊休地の他、マ

ンション、工場、倉庫等、太陽光モジュールを設置する候補地を選定し、日照時間調査等の

デューディリジェンスから 終的に電力会社への売電に至るまでの提案を行う提案型の営業

を行っております。現状においては、特に（ⅱ）の小型発電施設向けの営業が先行している

状況であり、現在進行中である平成 25 年３月期の経過といたしましては、約 1,000 万円の売

上を計上いたしております。 

また、今後は（ⅲ）の大型発電施設向けの営業についても、一層尽力をしてまいります。

現状は、太陽光発電モジュールを大規模な遊休地を保有する地主や大手売電事業者等に販売

するビジネスモデルを中心に据えて営業活動を行っておりますが、今後は、当社自らが太陽

光発電所建設に携わり、同発電所そのものを一括して転売（発電所及びそれに付帯する設備

全てを同業者等に対して売却）し、若しくは分譲（発電所及びそれに付帯する設備（太陽光

パネル等）を一部投資単位を分割した上で同業者等に対して売却）や証券化の手法（発電所

及びそれに付帯する設備の保有者は変更せず、当該プロジェクトが将来生出すキャッシュ・

フローをベースとし、有価証券等に変換した上で同業者等に対して売却）によって小口に分

散して販売する方法によって収益を得るビジネスモデルを展開していくことを検討しており

ます。なお、自社で太陽光発電所を建設し長期間保有し続けた場合、売電収入によって収益

を得ることも可能となってまいりますが、投下した資本の回収が長期間に渡ることなどの理

由から、基本的には上述のとおり売却または販売を行うことによって資金効率を高めること

を計画しております。現在、大型太陽光発電所を要望している企業が国内外を問わず増えて

きており、タイミングよく売却・販売できるよう、これら企業と積極的にコミュニケーショ

ンをとっております。 

後記「調達する資金の額及び資金の使途等」に記載の通り、本件による調達資金について

は、再生可能エネルギー全量買取制度等今後の太陽光事業の制度に関する事業環境並びに上

述の太陽光発電所の転売、流動化の実現性等を鑑みた結果、今年の３月が期限である 20 年間

にわたる 42 円/kwh 買取の許認可を既に取得済みの案件が数多く存在する中、当初の計画で

あった当社モジュール販売の視点のみに固執するのではなく、当社が自ら 42 円/kwh 固定買

取金額での発電施設の建設・売買に参画し、その後の太陽光発電所建設事業や海外メーカー

の日本展開における販売窓口となる可能性を広げる等、太陽光事業におけるイニシアティブ

を取っていくことにより、今後起こり得る太陽光発電関連事業者の淘汰において長期的かつ

安定的な事業計画を実現させるものであると考え、当社自ら発電施設の建設に参画する際の

事業用資金に充当したいと考えております。 

以上の通り、当社は現在太陽光発電事業分野につきまして、既存事業の拡充並びに新たな

事業展開を遂行している段階でございますが、本件資金調達により、今後事業拡大を行うこ

とで、当社の企業価値ひいては株式価値の向上が期待されるものと考えております。 
 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

当社は、既存株主の皆様の利益に配慮しつつ、かつ上記「１(１)本資金調達の目的」を達

成するため、様々な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、

本資金調達方法が、当社、ひいては株主の皆様にとって 適な資金調達方法であるとの結論

に至っております。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。 

 



3 

① その他の資金調達方法の検討について 

A． 金融機関等からの借入 

当社は、金融機関からの借入等による資金調達のために幅広く融資を依頼し、金

融機関との協議・交渉を行いました。しかしながら、平成 24 年３月期並びに平成

25 年３月期第３四半期におきましても、依然経常損失を計上していること、及び資

金調達の目的が新規事業資金であり当該事業に係る実績が不足していること等の

理由から、金融機関の当社に対する与信判断は厳しい状況にあり、現時点で金融機

関からの借入等による資金調達は困難な状況にあります。 

 

B． 公募増資 

公募増資については、当社の株式流動性や時価総額がより高い水準に至った際に

は有力な資金調達手段となり得る可能性がありますが、現在の株式市況並びに当社

の株式流動性や時価総額等を鑑みますと、現時点においては、資金調達手法の候補

からは除外せざるを得ないと判断しております。 

 

C． 第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行 

第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券発行については、(ⅰ)割当先

の保有方針、並びに投資目的によっては、当社の経営の独立性が担保されない可能

性があること、及び(ⅱ)特定の第三者にのみ新株を割り当てることになることから、

広く株主の皆様に新株取得の機会を提供することができないこと、並びに(ⅲ)本件

において調達を予定する資金の額及び当社の時価総額に鑑みると、既存株主の皆様

における希薄化の影響が大きくなることが懸念されることから、本資金調達手法の

候補として、必ずしも望ましい手法ではないとの考えに至りました。 

 

D． 非上場型の新株予約権無償割当 

新株予約権を上場させない非上場型の新株予約権無償割当については、ライツ・

オファリングのように新株予約権が上場しないことから、株主様が新株予約権を売

却する機会が乏しく、結果的には新株予約権を行使されない株主の皆様が希薄化に

伴う影響を回避する選択肢が限定的であることに加え、当社としても調達が見込ま

れる資金の量が少なくなる可能性があるため、本資金調達方法と比較した場合にお

いては、適切な手段と判断するには至りませんでした。 

 

E. コミットメント型のライツ・オファリング 

ライツ・オファリングにおいては、特定の証券会社等の金融機関との間で、当該

金融機関が予め一定の期間内に行使されなかった新株予約権について、その全てを

引き受けた上でそれらを行使することを定めた契約を締結する、いわゆるコミット

メント型といわれるスキームがあり得るところであり、当該スキームを採用するこ

とによって、会社側としては新株予約権の行使比率が 100%となる資金調達（本件

の場合、払込み総額に相当する 737,132,310 円分）を確実に達成させることができ

ます。当社は、当該スキームについてもその実現可能性を検討し、複数の金融機関

に打診いたしましたが、（ⅰ）当社の業績並びに株式流動性等を鑑みた場合の引受

金融機関等が負うリスク面、（ⅱ）過去日本国内でコミットメント型のライツ・オ

ファリングの事例が無いことから煩雑となることが予想される手続面等の理由か

ら、 終的に当該スキームを引き受ける金融機関を見付けるにはいたりませんでし

た。 
 

② 本資金調達方法（ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）の概要 

本資金調達方法は、上記「１（１）本資金調達の目的」にございます目的の達成に際



4 

し、下記に述べるライツ・オファリングの特長を鑑みて、 も適した手法であると考え

ております。 

本資金調達手法であるライツ・オファリングは、新株予約権を、割当基準日における

株主様に対して無償で割当て、株主様に当該新株予約権を行使していただくことにより

会社が資金を調達する、株主割当増資の一種であります。 

株主様は、割当てを受けた新株予約権を行使することにより、当社の普通株式を取得

することになります。よって、すべての株主様が新株予約権の行使を行った場合は、理

論上、当社の株主構成には変動が生じないこととなります。この点が株主構成及び経営

支配権の状況に著しい変動が生じる恐れがあるとされる第三者割当増資とは大きく異

なるライツ・オファリングの特徴のひとつとされています。 

また、本件において発行された新株予約権は、大阪証券取引所に上場することが予定

されています。これにより、本新株予約権の割当てを受けた株主様は、本新株予約権の

上場期間中、本新株予約権を市場で売却し、売却益を得ることが可能となり、新株発行

に伴い 1株当たり価値が希薄化することによって生じる不利益の全部または一部を補う

ことができるものと考えられております。本件において株主の皆様に割当てられる新株

予約権の内容及び発行スケジュールに関しましては、下記「２（２）本新株予約権の内

容等」及び「３ライツ・オファリングの日程」をご参照ください。 

当社は、本資金調達方法について、以下のようなメリット及びデメリットがあると考

えています。 

 

（メリット） 

A． 株主様への平等な投資機会の提供 

本資金調達方法では、全株主様に本新株予約権を無償で割り当てるため、当社の

現状及び今後の事業展開並びに方向性を広くご理解いただいたうえで、全ての株主

の皆様にとって平等な投資機会を提供することが可能であると考えております。 

 

B． 株主様への株式価値希薄化による影響の極小化 

株主の皆様は、保有する株式数に応じて本新株予約権の割当てを受けるため、当

該新株予約権を行使することによって、持分の希薄化を回避することが可能です。

本新株予約権を行使されないご意向をお持ちの株主様におきましても、本新株予約

権が大阪証券取引所に上場するため、本新株予約権を市場で売却することで、希薄

化により生じる不利益の全部または一部を補う機会が得られることが期待されま

す。 

なお、本新株予約権を市場で売却するに際しては、新株予約権について一定の流

動性が確保されることが肝要となりますが、当社普通株式については、その 1日あ

たり平均売買高は、本新株予約権の発行決議日の前営業日である平成 25 年 3 月 14

日を計算の基準日として、直近１ヶ月間で 227,825 株（平成 25 年３月 14 日現在の

当社発行済株式総数に対して 1.39％）、直近３ヶ月間で 572,095 株（平成 25 年３月

14 日現在の当社発行済株式総数に対して 3.49％）、直近６ヶ月間で 509,577 株（平

成 25 年３月 14 日現在の当社発行済株式総数に対して 3.11％）となっております。 

 

C． 経営の独立性確保 

本資金調達方法では、新たに発行される新株予約権は、すべて既存の株主の皆様

に対して、その保有株式数に応じて割り当てられるものであり、特定の第三者に対

して恣意的に割当てがなされることはありません。このため、本件を実施したこと

により当社の株主構成が極端に変動し、当社の経営について、その一貫性が損なわ

れる事態を避けることができると考えております。 
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D. 資金使途に即した資金調達手法 

現状当社におきましては、「１（１）本資金調達の目的」に記載の通り、大型太

陽光発電所建設に携わり、建設後これを売却するビジネスモデルの展開を想定して

おります。発電所建設にあたっては、プロジェクト毎に発電所の運営に特化したプ

ロジェクト会社を設立し、他社と共同もしくは当社単独で運営いたします。このた

め、本新株予約権の行使が想定よりも少なく、資金調達額が想定を下回った場合で

も、各プロジェクトの出資者が当社以外にも複数存在していることから、当該資金

調達額に応じてプロジェクト会社への出資比率やプロジェクトへの出資件数を柔

軟に修正することが可能であると考えております。従いまして、 終的に調達を達

成した金額に応じ、基本的にはその全額を当社の企業価値向上に向けた本件事業に

有効的に活用することが可能であることから、本資金調達手法は当社の資金使途に

即した手法であると考えております。 

 

（デメリット） 

A． 資金調達の確実性 

本資金調達手法では、株主の皆様に割当てた新株予約権が行使されて初めて、当

社として資金調達が実現することとなります。よって、当社としては、株主の皆様

の動向次第では、当初想定していた資金の調達が行えないリスクがあることになり

ます。 

また、本件におきましては、上記「D. 資金使途に即した資金調達手法」の通り、

本新株予約権の行使が想定よりも少なく、資金調達額が想定を下回った場合でも、

当該資金調達額に応じて事業規模を修正することが可能であると考えており、資金

調達の確実性が乏しいというデメリットは特段懸念すべき事項ではないと考えて

おります。 

 

B． 手続きの煩雑さ 

本資金調達方法では、既存の株主様全員を相手方として新株予約権の発行及びそ

の行使に係る手続きを行う関係上、手続きに際しては関係する各方面からの協力が

不可欠であることに加え、日本国内ではまだ事例が極めて少ない資金調達方法であ

るため、手続きが煩雑化することが予想されます。このため、資金調達にかかる費

用が高騰するリスクがありますが、関係各所との事前の協議結果を基に、本件に係

る費用は、資金調達の効果により吸収が可能であると判断しております。 

 

以上の通り、当社といたしましては、本資金調達方法こそが、株主の皆様への影響に

配慮しながら当社が必要とする資金を調達するための、現時点における 善の資金調達

方法であると考えております。株主の皆様におかれましては、本報道発表資料等をご参

照のうえ、ご理解をいただけますようお願い申し上げます。 

 

２. ライツ・オファリングの内容 

（１）無償割当の方法 

平成 25 年３月 31 日（日）を基準日とし、当該基準日の 終の株主名簿に記載又は記録され

た株主に対して、その有する当社普通株式１株につき１個の割合でクレアホールディングス

株式会社第 20 回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法第 277 条）の方法により割当

てます。 

 

（２）新株予約権の内容等 

① 新株予約権の名称 クレアホールディングス株式会社 

第 20 回新株予約権 



6 

② 新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

本新株予約権１個あたり、当社普通株式 1株 

③ 本新株予約権の総数 16,380,718 個 

※割当基準日における当社の発行済株式総数から、

同日において当社が保有する当社普通株式数を控

除した数 

④ 本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額（行使価額） 

１株（１個）につき 45 円 

⑤ 行使によって株式を発行する場合

における資本組入額 

１株（１個）につき 45 円 

⑥ 本新株予約権の権利行使期間 平成 25 年５月７日(火)から 

平成 25 年５月 30 日(木)まで（予定） 

⑦ 本新株予約権の株主様の行使条件 (1)各本新株予約権の一部行使はできないものとす

る。 

(2)外国に居住する株主は、原則として本新株予約

権の行使について制限がなされる（但し、「10.各株

主様のお取引について」の（注１）例外的措置に記

載する手続きを実施することで本新株予約権の行

使が認められる）。 

⑧ 本新株予約権の当社の取得事由 本新株予約権の取得事由は定めない。 

⑨ 本新株予約権の行使請求の方法 (1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権

者は、直近上位機関（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いう。）に対して、本新

株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の支

払いを行う。 

(2)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行

う旨を申し出た者は、その後これを撤回することが

できない。 

⑩ その他投資判断上重要又は必要な

事項 

本新株予約権の権利行使により、本新株予約権者に

交付される普通株式は、当社が新規に発行する。 

※ 各株主様におかれましては、本新株予約権の行使は、本書面並びに平成 25 年３月 15 日付

で関東財務局長宛提出の有価証券届出書（URL: http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読さ

れたうえで、自らの責任において行うべきものであることをご了承ください。 

※ 各株主様における本件手続きの詳細につきましては、後日当社にて公表させて頂きます「ラ

イツ・オファリング（ノンコミットメント型）に関する Q&A について」をご参考いただけ

ればと存じます。 

 

３. ライツ・オファリングの日程 

日程 内容 

取締役会決議 
平成25年３月15日（金） 

有価証券届出書提出 

割当基準日（予定）※本新株予約権の割当対象とする株主

の確定日 平成25年３月31日（日） 

届出の効力発生日（予定） 

新株予約権無償割当ての効力発生日（予定） 
平成25年４月１日（月） 

新株予約権上場日（予定） 
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平成25年４月18日（木） 新株予約権の株主割当通知書の送付日（予定） 

平成25年５月７日（火）より 

平成25年５月30日（木）まで 

新株予約権行使期間（予定） 

大阪証券取引所より後日発表 新株予約権上場廃止日 

 

４. 調達する資金の額及び資金の使途等 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

本件による資金調達額は、平成 25 年３月 15 日(金)現在の当社発行済株式総数（当社が保

有する自己株式の数を除く。）を基準として算出可能でありますが、株主の皆様の行使状況に

より、本件による資金調達額は変動いたします。本件の払込金額の総額については、本件の

行使価額である 45 円に本新株予約権の行使数を乗じた金額となります。また、発行諸費用

の概算額については、基本的に本新株予約権の行使数にほぼ比例して増減をいたします。ご

参考までに、下記では、①本新株予約権の全部の行使がなされたと仮定した場合並びに②本

新株予約権の半分の行使がなされたと仮定した場合の払込金額の総額、発行諸費用の概算額

及び差引手取概算額を記載しております。 

 

① 本新株予約権の全部が行使された場合 

A.払込金額の総額                   737,132,175円 

B.発行諸費用の概算額         45,356,608円 

C.差引手取概算額           691,775,567円 

（注）１．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。 

   ２．発行諸費用の内訳 

        a.業務委託報酬 36,856,608円   三田証券株式会社       

  b.弁護士報酬   3,000,000円   第一中央法律事務所       

c.株主名簿管理人への手数料  2,000,000円  日本証券代行株式会社         

             d.その他諸費用（各口座管理機関への事務手数料等）3,500,000円 

 

② 本新株予約権の半分が行使された場合 

A.払込金額の総額                   368,566,087円 

B.発行諸費用の概算額         25,178,304円 

C.差引手取概算額           343,387,783円 

（注）１．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。 

   ２．発行諸費用の内訳 

     a.業務委託報酬       18,428,304円    三田証券株式会社  

     b.弁護士報酬          3,000,000円        第一中央法律事務所 

     c.株主名簿管理人への手数料   2,000,000円  日本証券代行株式会社 

             d.その他諸費用（各口座管理機関への事務手数料等） 1,750,000円 

           

（２）調達資金の使途 

本新株予約権の全部が行使された場合における差引手取概算額 691 百万円の資金調達に基

づく資金使途の内訳、詳細につきましては下記を予定しておりますが、株主様の本新株予約

権の行使状況に応じて変動いたします。本件による調達金額及びその具体的な使途につきま

しては、改めて情報開示をさせて頂きます。 

 

具体的な使途 金額（百万円） 支払予定時期 

プロジェクト会社設立または取得

費用 

20 平成 25 年６月頃 
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200 平成 25 年６月頃 

210 平成 25 年 10 月頃 大型太陽光発電所建設 

210 平成 26 年２月頃 

太陽光事業運転資金 51 平成 25 年６月～ 

 

① ロシア人工島建設事業からの撤退について 

当社は、平成24年５月15日付「ロシア人工島建設事業撤退について」で公表しました

通り、平成19年12月より、当社グループ全体の事業規模及び事業領域の拡大を目指し、

ロシア連邦ソチ市黒海沿岸人工島建設プロジェクトを立ち上げ約7,172百万円のファイ

ナンスを実施しましたが、翌年の金融危機に伴う円高・株安等の背景から、資金調達計

画に遅れが生じたことに端を発し、プロジェクトを一旦停止いたしました。その後、プ

ロジェクトの再構築に努め再開に向け尽力してまいりましたが、ロシア人工島建設事業

を取り巻く環境は益々厳しくなることに加え、デフレに対する危機意識による景気の下

振れへの強い懸念が蔓延する外部環境も重なった結果、将来的に当該事業の採算確保の

見込みが立たない状況を鑑み、平成24年５月15日付にて同プロジェクトからの撤退を決

定いたしました。なお、当該ロシア人工島プロジェクトには827百万円を支出しました

が、業務提携や運転費が主たる支出であったため資産を形成できておらず、また、当該

ロシア人工島プロジェクト撤退により収益の見込みも断たれ、資金の回収は不可能とな

りました。 

ロシア人工島建設事業よって当社の社会的信頼が失墜したことにより、株価は低迷し、

また金融機関からの支援を受けることも困難となりました。そのため、現在、既存の建

設事業ならびに不動産事業とのシナジー効果を重視し、太陽光発電モジュールのファブ

レスメーカーとしての事業を中心に太陽光事業を推進しております。エネルギー問題と

いう大きな課題に日本が対峙していくにあたって、当社がこれまで培ってきた経験やノ

ウハウを役立てていくことこそが、当社の社会的信用を回復せしめ、ひいては企業価値

の向上につながり、結果として株主の皆様のご期待に沿うことになるものと判断してお

ります。 

 

② 今後の当社グループ経営戦略について 

当社グループ（当社およびクレア株式会社）は、ロシア人工島建設事業において事業

における外部環境等の理解が不十分であった点を反省し、太陽光事業においては、当該

事業に係る事業環境や事業面について予め十分な分析を行った上で、推進をしている次

第でございます。 

実際の取組内容として、太陽光事業に参入している事業会社とOEM契約を締結（平成

23年８月19日付で韓国鉄鋼株式会社、平成24年３月８日付でSTX Solar Co.,Ltd.と太陽

光モジュールOEM契約を締結。）したことに加え、パワーコンディショナーの仕入れ経路

の確保（平成23年10月20日付で現代ジャパン株式会社（東京都千代田区内幸町 代表者 

李 逢燦）とパワーコンディショナーに関する供給契約を締結）、クレア製太陽光システ

ムが太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）（経済産業省が平成 20 年度より開始した住

宅用太陽光発電システムの設置に関する導入支援対策の補助金制度）の認定を受け、並

びに大阪営業所の設置等を行い事業体制を構築し小型発電所を中心に太陽光発電シス

テムを販売いたしております。 

太陽光事業を取り巻く環境といたしましては、平成24年７月１日施行の「再生可能エ

ネルギー特別措置法」に基づいた再生可能エネルギー全量買取制度が導入されたことに

より、太陽光発電に係る事業環境が急速に整備された結果、大型太陽光発電所建設が相

次いでおります。一方で、現状において１キロワット時42円/kwhとされている太陽光発

電の買取価格については、平成25年度からは30円台後半に引き下げられる見通しである

ことが報じられており、買取価格42円/kwhの適用を受けるためには３月中の申請が必要
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となっております。 

こうした中、当社グループといたしましても、大型太陽光発電所建設に対し分析、検

討を重ねた結果、これまで先行してきた一般家庭向け及び小型発電施設向けの販売を継

続しつつも、上述の全量買取制度を活用することで、大型太陽光発電施設を建設したう

えでの売電事業でも安定した収益をあげることが期待できると考え、大型太陽光発電施

設建設に向けた具体的な検討を開始いたしました。その結果、当社が想定する利回りを

達成するためには、(ⅰ)発電規模は２メガワット規模がリスクや売却のしやすさ等を踏

まえて妥当である、(ⅱ)資金回収については収益物件として建設後売却することで早期

に資金回収、利益実現を図ることが可能である、(ⅲ)仮に売却できなくても、全量買取

制度によって42円/kwhの買取価格が20年間適用されることから12年での回収が可能で

ある と試算し、太陽光発電施設の建設に係る当社経営戦略における重要な選択肢とし

て考えております。 

 

③ 太陽光発電施設の建設について 

今般、当社が当該事業を更に推進していくために十分な投資利回りを確保する観点か

ら、現時点においては42円/kwhでのエネルギー全量買取制度の申請を既に行っているパ

ートナーと協力することが肝要であると判断し、(ⅰ)42円/kwhでのエネルギー全量買取

制度申請済み候補地を保有していること (ⅱ)42円/kwhでのエネルギー全量買取制度

申請済み候補地を多数取り扱っていること (ⅲ)ＥＰＣ業者とすでに提携しているこ

と等から、当社グループとの太陽光事業の協業に関して合意を得た株式会社イースタジ

アグループ（代表者 片平 真江 東京都港区 海岸 1-2-20 汐留ビルディング）（以下

「イースタジア社」という。）を、当社の大型太陽光発電施設事業におけるパートナー

の一社として選定し、平成25年１月16日付で同社とは基本合意契約を締結いたしており

ます。イースタジア社以外にも上記条件を満たすパートナー候補もございましたが、当

社の資金調達結果に応じて柔軟に対応し太陽光発電施設を建設することが可能な基本

合意契約（当社グループにおける、プロジェクト会社１件あたりに対する出資比率を

20％以上とし、その比率を個別契約にて決定する旨）契約が締結できたため、同社を選

定いたしました。 

当該基本合意契約は、日本における総計10メガワットの包括契約で(ⅰ)各プロジェク

トごとに太陽光発電所に特化したプロジェクト会社を共同で運営する。(ⅱ)クレア株式

会社のプロジェクト会社への出資割合は20％以上とし、出資割合、費用負担割合、利益

分配割合、責任割合は個別に協議して決定する旨、(ⅲ)ＥＰＣ事業においては中国建材

国際工程集団有限公司（以下「中国建材」という。）に再委託する旨を約しております。 

イースタジア社は、昨年、中国等日本国外において大型の太陽光発電施設の建設実績

を持つ中国建材との間で、日本における総計48メガワットの太陽光発電施設建設プロジ

ェクトの総括的な請負契約を締結しており、イースタジア社自体には建設実績は無いも

のの、48メガワットの請負契約の一環として現在日本国内の複数の候補地で太陽光プロ

ジェクトを検討しており、当社の事業パートナーとしては 適であると考えております。

なお、当該基本合意契約は、48メガワットの請負契約の内、総計10メガワットを当社グ

ループと協業する契約です。中国建材が日本国内での実績を蓄積した上で投資を実施す

べきとの意見も一部役員からございましたが、ＥＰＣ業者である中国建材は、施工に関

する発注および管理を担っており、施工、保守管理につきましては中国建材の下請けと

して実績のある国内業者が行います。そのため、中国建材の日本国内における実績では

なく、実際に施工や保守管理を行う業者を対象に判断した結果、中国建材をＥＰＣ業者

とした本プロジェクトに参画いたしました。 

なお、株式会社イースタジア社及び中国建材につきましては、当社独自の調査（当該

法人名、同社取締役、及び監査役について、WEB上の情報、新聞報道の情報、及び同業

他社からの情報に基づき調査）並びにイースタジア社との基本合意契約における表明保
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証により反社会的勢力に該当しないと判断しており、イースタジア社（同社の取締役、

監査役含む）については、外部の調査会社（ガルエージェンシー錦糸町）に調査を依頼

した結果、反社会的勢力には該当しない旨の調査結果を確認しております。 

 

④ 資金使途及び支出予定時期 

A. 太陽光発電施設の建設費の充当方針 

本件における具体的な資金使途につきましては、 終的な資金調達額に応じて次

の通り充当する方針でございます。 

(a) 本件における手取金額が640百万円（行使比率約95%）以上の場合 

（概要） イースタジア社より紹介の候補地、もしくはイースタジア社以外で独自に調

査を行った候補地の案件から１件（年間発電量２メガワット）のプロジェク

トを選定した上で、当該プロジェクトの必要費用の100％（640百万円）分を

当社が全額出資することで太陽光発電施設建設をいたします。 

（詳細） 年間発電量が２メガワットに達する太陽光発電事業については、当社自らが

太陽光発電施設建設に際する必要な工事費等を全額負担する形式にて参画し、

当社或いはイースタジア社が、同発電施設そのものを転売（発電施設及びそ

れに付帯する設備全てを同業者等に対して売却）する方法によって収益を得

るビジネスモデルに一定の収益機会を見出せると考えております。 

年間発電量が毎年２メガワットの太陽光発電施設の建設等にかかる費用は、

プロジェクト会社の設立または取得費（申請費清算、土地権利金等）がおよ

そ20百万円、太陽電池、発電機器及びパワーコンディショナーの仕入れ費用

並びにそれらの設置工事費の総額でおよそ620百万円、合計で640百万円のコ

ストが発生し、当該事業の運転資金として別途51百万円が発生するとの試算

をしております。一方で収益面につきましては、平成25年３月末までに各電

力会社への系統連携の本申請を行うことで全量買取制度によって42円/kwhの

買取価格が20年間適用されることを条件として、投資（太陽光施設建設の着

工前）から投資回収（施設完工後売却）までおよそ12ヶ月から14ヶ月程度を

見込んでおり、当該投資にて、当社は期待値として８%程度の投資利回りを見

込んでおります。前述のとおり、こうした発電施設建設にあたっては、発電

施設の運営に特化したプロジェクト会社を当社単独で出資並びに設立の上、

運営したいと考えております。 

 

(b) 本件における手取金額が124百万円（行使比率約20%）以上、640百万円（行使

比率約95%）未満の場合 

（概要） イースタジア社より紹介の候補地、もしくはイースタジア社以外で独自に調

査を行った候補地の案件から、１件のプロジェクトを選定した上で、当該プ

ロジェクトへ調達額の全額を出資、或いは複数の参画プロジェクトを選定し

た上で出資した上で太陽光発電施設建設をいたします。 

（詳細） 基本的には、当社自らが太陽光発電施設建設に太陽光発電施設建設に際する

必要な工事費等の一部を負担する形式にて参画いたします。例えば、手取金

額が500百万円の場合、全額を１プロジェクトに出資（640百万円の総費用の

うち78%程度を当社資金により実施）、或いは、１プロジェクトあたり250百万

円ずつを合計２プロジェクト（640百万円の総費用のうち各プロジェクトにお

いて39%程度を当社資金により実施）に出資いたします。投資回収方針につい

ては、上記(a)同様に当社或いはイースタジア社が同発電施設そのものを転売、

証券化、有価証券等に変換した上で同業者等に対する売却の手法にて投資回

収を図るスキームを想定しております。この場合、投資回収（施設完工後売

却）までの期間は(a)同様におよそ12ヶ月から14ヶ月程度を見込んでおります。
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また、投資利回りについても、現時点では当社以外の他の投資家によるプロ

ジェクト参画は、出資形態による調達を予定していることから、(a)同様に期

待値として８%程度の投資利回りを見込んでおります。 

なお、１プロジェクトあたり124百万円未満の出資によりプロジェクトに参画

する予定はございません。 

 

(c) 本件における手取金額が124百万円（行使比率約20%未満）未満の場合 

（概要） イースタジア社より紹介の候補地から１件を選定した上で出資をする。 

（詳細） 前述の通り、イースタジア社との基本合意契約において、プロジェクト会社

への出資割合は、総費用のうち20％（およそ124百万円）以上（20％という水

準については、当社の試算により採算を確保することができると想定する割

合）と定められていることから、本件による調達額の全額を、１件のプロジ

ェクトに対して充当することを予定しております。万が一本新株予約権の行

使が進まず、イースタジア社との基本合意契約に基づく太陽光発電施設建設

プロジェクトに関して当社が拠出を予定する必要な資金調達が達成出来なか

った場合におきましても、残額については、別途自己資金による充当、或い

は第三者割当増資などの方法により充当をする可能性がありますが、現時点

で決定している事実はありません。なお、第三者割当増資の実施に際しては、

原則新たな投資家に株式を交付することから、既存株主の皆様における一株

当たり利益が減少する可能性が生じる点等を十分に考慮したうえで、検討を

いたします。 

 

B. 本新株予約権の資金使途 

上記「A.太陽光発電施設の建設費の充当方針」の(a)(b)(c)各々の場合における

資金使途は下記の通りとなります。 

(a) 本件における手取金額が640百万円（行使比率95%）以上の場合 

調達額の全額について、太陽光事業を行うプロジェクト会社１社への出資金

として充当する予定です。プロジェクト会社で要する費用の内訳は、例えば

本件における手取金額が640百万円の場合下記の通りとなります。 

 

・プロジェクト会社取得費用  20百万円（平成25年６月頃） 

・太陽光発電施設建設費  200百万円（平成25年６月頃） 

                    210百万円（平成25年10月頃） 

                    210百万円（平成26年２月頃） 

 

なお、本件における手取金額のうち、640百万円を超える部分については、太

陽光プロジェクトの期中における事業運転費に充当する予定です。 

 

(b) 本件における手取金額が124百万円（行使比率約20%）以上、640百万円（行

使比率95%）未満の場合 

調達額の全額について、太陽光事業を行うプロジェクト会社１社、或いは複

数社への出資金として充当する予定です。出資金の充当先並びに使用時期に

ついては上記「(a)本件における手取金額が640百万円（行使比率95%）以上の

場合」と同様と予定しておりますが、費用総額に対し、当社の出資金が占め

る割合については、各プロジェクト会社における当社の出資割合に応じて異

なります。以下は、例えば当社が320百万円の調達を達成した場合におけるプ

ロジェクト会社で要する費用内訳の例です。 
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（事例１） 全額プロジェクト会社１社への出資金へ充当（1社50％出資） 

・プロジェクト会社取得費用   10百万円（平成25年６月頃） 

・太陽光発電施設建設費  100百万円（平成25年６月頃） 

     105百万円（平成25年10月頃） 

     105百万円（平成26年２月頃） 

 

（事例２） プロジェクト会社２社（プロジェクトⅠ及びⅡ）への出資金へ充当（2社各25％

出資） 

（プロジェクトⅠ） 

・プロジェクト会社取得費用      5百万円（平成25年６月頃） 

・太陽光発電施設建設費     50百万円（平成25年６月頃） 

      52.5百万円（平成25年10月頃） 

      52.5百万円（平成26年２月頃） 

（プロジェクトⅡ） 

・プロジェクト会社取得費用      5百万円（平成25年６月頃） 

・太陽光発電施設建設費     50百万円（平成25年６月頃） 

      52.5百万円（平成25年10月頃） 

      52.5百万円（平成26年２月頃） 

   

但し、 終的な金額並びに充当時期については、今後各プロジェクトにおけ

る個別契約の中で交渉をし、決定をいたします。 

 

(c) 本件における手取金額が124百万円（行使比率約20%未満）未満の場合 

調達額の全額について、太陽光事業を行うプロジェクト会社１社への出資金

として充当する予定です。当社出資金の充当先並びに使用時期について下記

の通りとなります。 

 

・太陽光発電施設建設費および 

プロジェクト会社運営費  124百万円（平成25年６月頃） 

 

なお、本件による調達額が124百万円に満たない場合、124百万円の差額分に

ついて自己資金による資金の拠出或いは別途第三者割当増資などの方法によ

り資金調達を行う想定であるため、差額分の調達期間により支払時期が変更

になる場合があります。 

 

C. 太陽光発電施設建設プロジェクトの進捗状況について 

イースタジア社より紹介の候補地、もしくはイースタジア社以外で当社が独自に

調査を行った候補地での太陽光発電プロジェクトについて、現在、総計10メガワッ

ト以上の候補地の紹介（２メガワット相当５件）を受けており、かかる候補地につ

いては、すべて電力会社との系統連携の事前協議並びに設備認定の取得について完

了しております。例えば、千葉県大多喜町での太陽光施設建設プロジェクトにおい

ては、イースタジア社が100％出資したプロジェクト会社を組成した上で、電力会

社との系統連携の事前協議並びに平成24年12月26日付で設備認定の取得を完了し

ており、現在、当該プロジェクト会社より系統連携の本申請手続きを行っておりま

す。 

 

D. 資金調達及び太陽光発電施設建設に関わるリスクについて 

本件の実施及び本件による資金調達の使途である太陽光発電施設の建設に関し
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て、当社といたしましては、次にあげるようなリスクを認識しております。他方、

当社としては当該リスクを考慮してもなお、本件の実施及び本件の資金調達の使途

である太陽光発電施設の建設によって一定の収益を計上することができると考え

ております。各投資家様につきましては、以下のリスクについてご理解いただいた

うえで、 終的に本新株予約権の行使等に係るご判断をいただければと存じます。 

 

(a) 本件増資におけるリスク 

 プロジェクトに必要な資金が調達できないリスク 

本件による調達額が124百万円に満たない場合、太陽光施設施工の開始に際し

当該124百万円の資金の準備が不可能となり、施設の施工開始に至らず、投資

が実施出来ないリスクがございます。 

当該調達額は、本件による行使比率が20%以上で達成いたしますが、１プロジ

ェクトの 低出資金額124百万円に満たない場合には、本件による調達額と

124百万円の差額分について、自己資金による資金の拠出或いは別途第三者割

当増資などの方法により資金調達を行い対処する予定です。但し、当該件に

ついては本件行使期間終了後の調達結果をもって検討を開始するか判断する

予定であることから、現時点で決定している事実はありません。 

なお、イースタジア社から紹介のプロジェクトについては、基本的にイース

タジア社、中国建材或いは当社が、また、イースタジア社以外の業者から紹

介のプロジェクトについては当該紹介業者或いは当社が太陽光施設の売却先

を募る予定で、個別契約において出資割合を確定いたしますが、現状、当社

以外の出資者を募集している状況ですが、各プロジェクトに必要な資金が調

達できない場合には、プロジェクトの進捗・成否に重大な影響を及ぼすリス

クがあります。 

 

(b) 太陽光施設施工前段階におけるリスク 

 プロジェクト選定後、個別契約の締結に至らないリスク 

各プロジェクトの想定利回り等を決定した上で、 終的に投資対象とするプ

ロジェクトを選定いたしますが、契約条件面で折り合わない等の理由により

終的に個別契約の締結に至らないリスクがございます。 

当該リスクを踏まえ、結果的に個別契約が締結できないといったことの無い

よう、複数の候補地に対し関係者と交渉をしている状況でございます。なお、

個別契約については、本件による資金調達が定まらない限り、具体的な条件

（各プロジェクトへの拠出額等）が決定出来ないことから、本件行使期間終

了後の調達結果をもって契約締結の具体的交渉を開始する予定です。 

 プロジェクトの候補地において前提とする全量買取制度によって42円/kwhの

買取価格が20年間適用されないリスク 

本件候補地となるプロジェクトについては、現在全て電力会社との系統連携

の事前協議並びに設備認定の取得について完了しており、平成25年3月中に本

申請を行う予定です。従いまして、原則全てのプロジェクトについて、全量

買取制度によって42円/kwhの買取価格が20年間適用される見込みですが、何

らかの理由により当社が検討する全ての候補地において当該本申請が行われ

なかった場合には、当該価格が適用出来ず、当社の投資利回りが達成できな

いリスクがございます。 

 

(c) 太陽光施設施工時にかかるリスク 

 施工部材の調達等が遅延するリスク 

施工業者の事情により、施工部材の調達がスケジュール通りに進まないリス
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クがございます。施工時期が長期化した場合、追加的な費用が生じる可能性

がございますが、事業計画上においては一定の予備費をリザーブすることを

予定しております。なお、各関係者のリスク負担割当（上記のような事象が

生じた場合の費用負担割合）については、今後、各プロジェクトの個別契約

の中で交渉をして参ります。 

 施工業者が選定出来ないリスク 

当社は現在施工業者の同行のもと複数の候補地についてデューディリジェン

スを行っておりますが、 終的な契約条件等で施工業者の合意が得られない

場合においては、施工業者との契約締結に至らないリスクがございます。 

当該リスクを踏まえ、現在当社は複数の施工候補業者と協議を進めておりま

す。 

 施工部材の調達コストが増額するリスク 

施工部材については案件に応じて、海外法人から輸入する場合がございます。

従いまして、本事業は日本国内で実施することから今後の為替レートの水準

によっては調達コストが上昇し、当社が想定する投資利回りが達成できない

リスクがございます。 

 

(d) 太陽光発電施設売却時におけるリスク 

当社は、建設した発電施設を建設後即座に外部投資家売却先へ売却 といった

方法により早期収益化を図りますが、当該売却が成立しない場合、想定する

投資利回りが得られないリスクがございます。現時点では、イースタジア社

および当社において、売却を予定する先はあるものの、プロジェクト自体が

始動していないことから、売却予定先との間で発電施設に係る売買予約契約

並びに売却予定先からの買付意向表明書の取得等には至っておりません。ま

た、現在、当社は期待値として８%程度の投資利回りを見込んでおります。従

いまして、現段階においては当該投資利回りを前提とした売却価格および売

却が確約されたものではございません。 

 

(e) 太陽光発電施設保有時におけるリスク 

万が一、当社が本件により想定している８%程度の利回りを前提とした売却先

が選定できない場合、売却先が選定できるまでプロジェクト会社は施設を保

有することになります。その期中におけるプロジェクト会社が受領する収益

が投資利回りの源泉となりますが、本プロジェクトは売上の100%が太陽光発

電の売電収入に相当することから、現状の想定売上並びに投資利回り確保の

観点からは、再生可能エネルギー全量買取制度が今後も適用されることが前

提となります。従いまして、当該制度の廃止、或いは、当該制度の重要な点

（売電価格等）について修正がなされた場合は、十分な売電収入を得られず

投資利回りが低下するリスクがございます。 

 

本件のリスクについては以上の通りとなりますが、当社グループが太陽光発電事

業に参入した理由の一つに「国策に即している」ことが挙げられます。全量買取制

度という42円/kwhという高い売電収益を20年間固定で得ることができる機会に際

し、太陽光発電事業に参入した当社グループといたしましてもこの機会に42円/kwh

の買取価格が20年間適用される売電収入を得る太陽光発電施設建設が当該事業に

与える影響は計り知れないという認識の下、本件増資計画を遂行してまいりました。 

当初、当社は３月までに系統連携事前協議、設備認定取得済みのプロジェクト会

社を取得し自ら系統連携の本申請をすべく、９月より関係各所への本件増資に対す

る事前協議を開始いたしましたが、42円/kwhでの太陽光発電施設の建設を実行させ
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るためには３月までの系統連携の本申請が必須であること、各プロジェクト会社に

おいて本申請後にスポンサーをいち早く確保することは明白であると考えられ、本

件増資については必要性、緊急性が認められると認識しております。 

なお、本件にかかるプロジェクトの進捗、個別契約の進展、費用発生、調達資金

の充当などについては判明次第開示するほか、調達資金の使途については四半期報

告書等に開示をさせて頂く予定です。 

 

５. 資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達した資金につきましては、上記「４．調達する資金の額及び資金の使途等」

に記載した通り、太陽光発電事業に充当することを予定しております。 

当該事業については、当社の既存事業である建設事業並びに不動産事業とのシナジー効果が見

込まれる事業であり、かつ、上述したとおり、「再生可能エネルギー特別措置法」に基づき正式に

日本でも再生可能エネルギー全量買取制度が導入され今後当該事業分野の発展が見込まれます。

本件は当社の太陽光分野への更なる事業展開を図り、今後の成長基盤を確立すると共に、中長期

的な企業価値の向上を図ることを目的としているものであり、かかる資金使途は合理的であると

判断しております。 

 

６. 発行条件の合理性 

当社は、本新株予約権の１株あたりの割当株数及び行使価額の決定に際しては、市場株価分析

に基づく当社普通株式の１株あたり価値を基準に、本新株予約権の発行による 大の希薄化を考

慮した理論価値（※）を算出したうえで、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆様が本新株予

約権の行使にメリットを感じていただけるよう、当社として必要な資金の調達ができ得る範囲で、

行使価額が当該理論株価を下回る水準となるように設定をいたしました。 

市場株価分析では、本新株予約権の発行決議日の前営業日である平成 25 年３月 14 日を基準日

として、大阪証券取引所における対象者の普通株式の直近１ヶ月の普通取引終値の単純平均値（82

円）、直近３ヶ月の普通取引終値の単純平均値（87 円）及び直近６ヶ月の普通取引終値の単純平均

値（106 円）を基に、普通株式１株当たりの価値の範囲を 82 円から 106 円までと分析しておりま

す。また、この場合における、希薄化考慮後の理論価値は、64 円から 76 円です。 

当社は、上記分析に加え、他社のライツ・オファリングの発行事例、当社の業績動向、財務状

況、事業計画上必要となる資金及び直近の株価動向並びに出来高水準を勘案し、 終的には割当

株数につきましては、当社普通株式１株につき本新株予約権１個を割り当てることとし、本新株

予約権の行使により当社普通株式１株が交付され、また、行使価額につきましては、１株あたり、

45 円（本新株予約権の発行決議日前日の当社普通株式の終値の 56.25％）に決定いたしました。 

なお、以下が当該発行条件決定に至った具体的な検討内容でございます。 

当社は発行事例の検討に際し、他社のライツ・オファリング発行事例（株式会社タカラレーベ

ン（発行決議日：平成 22 年３月５日）、株式会社エー・ディーワークス（発行決議日：平成 24 年

10 月１日））による発行条件を参考いたしました。当該事例の割当株数につきましては、本件同様

普通株式１株につき本新株予約権１個を割り当て、当該新株予約権の行使により普通株式１株が

交付される条件となっております。また、行使価額につきましては、ライツ・オファリングによ

る希薄化考慮後の理論価値を念頭に置いた上で、当該株価が行使価額を上回り株主様が行使出来

る市場環境を維持することを想定し、当該増資希薄後の予想株価から一定程度のディスカウント

がなされたと想定されます。当該発行事例におきましては、発行決議日の株価終値から約 40%から

50%程度のディスカウント、また、希薄化考慮後の理論価値に対しては約 25%から 30%程度のディ

スカウントがなされておりましたが、何れも行使期間の全期間におきまして株価が行使価額を上

回る状況が継続したことを確認しております。当該事例に即し、当社でも上記の通りの発行条件

とし、株主の皆様に本新株予約権を行使していただけるように行使価額を設定させて頂きました。

更に、当社は平成 24 年７月 16 日を基準日とした株主をもって 100 株につき１株の株式併合を実

施しておりますが、平成 24 年５月 30 日付公表の「株式併合及び単元株式数の変更に関するお知
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らせ」にてご説明いたしました通り、従前当社株式は投機対象となりやすい状況にございました

ので、当該株式併合により投資単位を引上げることで、当社の株式価値にかい離して株価が変動

するリスクを低減させる政策を行っております。 

本件は当社の企業価値、ひいては株式価値向上を目的として実施するものであり、かつ、既存

株主の皆様が経済的な不利益を被らないための配慮もなされていること等を総合的に勘案し、本

件の発行条件については合理的であると考えております。 

 

（ 
新株予約権の権利付時に

おける普通株価 
＋

新株予約権１個の行使に

際して払い込む金額 
）

※理論価値 ＝

（ １ ＋ 
株式１株に対して割り当てられる当該新株予約

権１個の行使により交付される普通株式の数 
）

 

７. 業績に与える影響 

現在のところ、平成 25 年２月 14 日に発表いたしました平成 25 年３月期の通期連結業績計画に

変更はございません。今後本新株予約権の行使がなされ、調達資金の使途に従い業務を遂行する

ことにより業績への影響が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

 

８. 潜在株式による希薄化情報等 

平成 25 年３月 15 日現在における当社の発行済株式数は 16,384,659 株であり、そのうち当社が

保有する自己株式数は 3,941 株、本新株予約権が全て行使された場合に発行される当社普通株式

数は 16,380,718 株です。従いまして、発行済株式総数に対する本新株予約権にかかる潜在株式数

の比率は 99.8%となります。本新株予約権は各株主様が保有する株式数に応じて割当てられるため

（平成 25 年３月 31 日(日)において当社株主の権利を有する株主様につきましては、平成 25 年４

月 22 日(月)までに、本新株予約権割当状況に関する通知書が、各株主様がお取引の証券会社様に

ご登録頂いている住所宛に届く予定です。）、割当てられた本新株予約権の全てを行使した株主様

につきましては、当該株主様が有する持分比率の希薄化は生じないことになります。なお、本新

株予約権は株式会社大阪証券取引所への上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望し

ない場合には、本新株予約権を市場で売却することにより当該希薄化により生じる不利益の全部

又は一部を補う機会が得られることが期待されます。ただし、割当てられた本新株予約権の一部

または全部につき行使を行わなかった場合、さらに、大阪証券取引所等で本新株予約権の売却を

行なわなかった場合につきましては、当該持分比率について希薄化が生じる可能性がありますの

でご留意ください。 

 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年３月 15 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 16,384,659 株 100.0% 

現時点における潜在株式数 34,200 株 0.2% 

現時点における自己株式数 3,941 株 0.0% 

本新株予約権に係る潜在株式数 16,380,718 株 99.8% 

※本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行される株式

数は減少いたします。 

 

９. 大株主の行使予定 

当社の大株主はすべて事業上の関係性を有さない法人並びに社外の人物となっており、有価証

券届出書の提出前の勧誘行為に該当するおそれがあること等から、本件の実施に先立って本新株

予約権の行使に係る予定についてのヒアリング等を行っていません。 
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１０. 大株主及び持株比率 

割当前（平成 24 年９月 30 日現在） 割当後 

ベンチマーク投資事業組合 6.26% ベンチマーク投資事業組合 6.26% 

田中 廣明 4.80% 田中 廣明 4.80% 

HSBC BROKING SEC.(ASIA) 4.53% HSBC BROKING SEC.(ASIA) 4.53% 

中村 義巳 4.37% 中村 義巳 4.37% 

奥迫 尚子 3.47% 奥迫 尚子 3.47% 

本位田 望 3.45% 本位田 望 3.45% 

上森 繁 1.74% 上森 繁 1.74% 

中丸 周一 1.34% 中丸 周一 1.34% 

株式会社 ClickInvestors 1.22% 株式会社 ClickInvestors 1.22% 

原 幸一郎 1.06% 原 幸一郎 1.06% 

※割当後における持ち株比率は、本新株予約権の全部が行使されたと仮定した場合の数値です。 

 

１１. 各株主様のお取引について 

本新株予約権が割当てられた各株主様におきましては、本新株予約権の行使による当社株式の

取得若しくは大阪証券取引所等を通じた売却の何れかの方法がございます。具体的なお手続につ

きましては、後日当社にて公表させて頂きます「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）

に関する Q&A について」をご参考いただければと存じます。 

但し、外国に居住する株主（以下、「外国居住株主」といいます。）の皆様におかれましては、

本新株予約権を売却することは可能ですが、本新株予約権の行使については、以下に記載する例

外的措置（注１）を除き、制限させて頂きます（以下、「本件制限」といいます。）。 

本件制限につきましては、株主平等の原則に抵触する可能性も含め慎重に検討いたしましたが、

当社としては、（ⅰ）米国等に居住する株主（以下、「米国等居住株主」といいます。注２）の皆

様による本新株予約権の行使を認めた場合に居住地国当局への登録等の手続きに係るコストが極

めて大きな負担となり、（ⅱ）仮に米国等居住株主の皆様の権利行使を制限したとしても、本新株

予約権は大阪証券取引所に上場し流動性が確保されるため市場取引を通じて本新株予約権を売却

して一定の経済的利益の回収を図ることができることなどを考慮すると、本件制限は株主平等の

原則に違反しないと判断いたしました。なお、かかる検討に際しては、第一中央法律事務所より、

本件制限は株主平等の原則に違反しないと考えられる旨の法律意見書を取得しております。 

 

（注１）例外的措置について 

本新株予約権の行使請求取次の依頼日（各証券会社様が行使請求に要する事項の通知を発行要

項記載の行使請求受付場所に行う日とします）から７営業日前までに、当該権利行使にかかる外

国居住株主の皆様（実質的に当該新株予約権の行使の制限を有する者）が、米国等居住株主では

ない旨を誓約した書面及び別途当社が指定する資料を当社にご提出頂き、かつ当社にて当該事項

を確認できた場合は、当該外国居住株主の皆様につきましては、本新株予約権の行使を認めさせ

て頂きます。その場合には、当社よりその旨書面にて通知いたしますので、その後に証券会社様

を通じて本新株予約権の行使請求を行って頂くこととなります。 

例外的措置を希望する外国居住株主の皆様につきましては、まずは事前に当社の問い合わせ先

（03-5775-2100 IR 担当）までお電話でご相談ください。なお、当社の意向にかかわらず、外国

居住株主の皆様に対する各国の適用法令上、本新株予約権の割当て、行使、売買について何らか

の制約がある可能性はありますので、外国居住株主の皆様におかれましては、それぞれ適用され

る法令について、事前に弁護士等にお問い合わせください。 

（注２）米国と同様の開示規制が存在する国に居住する株主を含みます。 

 

１２. 本件新株予約権の買付希望の投資家様について 

 新たに本件新株予約権の買付を希望される投資家様につきましては、まずは各自お取引先の証
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券会社様までお問合せいただければと存じます。お取引先の証券会社様で本新株予約権買付の取

次業務を受付けていない場合は、他の証券会社様の口座を通じてお取引をいただきたく、一部の

証券会社様で受付けを行っておりますので、詳細につきましては、後日当社にて公表させて頂き

ます「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）に関する Q&A について」をご参考いただ

ければと存じます。 

 

１３. 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(１) 近３年間の業績（連結） 

回次 第46期 第47期 第48期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 

売上高           （千円） 514,603 382,405 298,199 

経常損失       （千円） 1,102,508 626,788 364,528 

当期純損失       （千円） 1,747,428 592,009 342,335 

包括利益       （千円） － △612,132 △342,335 

純資産額         （千円） 183,332 842,586 499,746 

総資産額         （千円） 1,000,005 1,601,229 1,211,012 

1株あたり純資産額   （円） 31円 51円 31円 

※当社は、平成 24 年７月 17 日付で普通株式 100 株につき１株の株式併合を行っております。上記は、当該株式併合が、

第 46 期の期首に行われたものと仮定して、算定を行っております。 

 

(２) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はございません。 

 

(３) 近の株価の状況 

① 過去３年間の状況（期末） 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

始 値 1,500 円 300 円 100 円 

高 値 3,800 円 400 円 600 円 

安 値 100 円 100 円 100 円 

終 値 300 円 100 円 200 円 

※当社は、平成 24 年７月 17 日付で普通株式 100 株につき１株の株式併合を行っております。上記株価については、株

式併合の実施の前後で株価を連続的にとらえるために、併合後の値に調整したものを表示しております。 

 

② 近６ヶ月の状況 

 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月 

始 値 146 円 125 円 102 円 

高 値 152 円 147 円 105 円 

安 値 110 円 98 円 85 円 

終 値 127 円 103 円 88 円 

 

 平成 25 年１月 平成 25 年２月 平成 25 年３月 

始 値 86 円 92 円 81 円 

高 値 139 円 99 円 83 円 

安 値 78 円 80 円 78 円 

終 値 91 円 82 円 80 円 
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③ 発行決議日前日における株価 

 平成25年３月14日 

始 値 81 円

高 値 82 円

安 値 80 円

終 値 80 円

以上 

 

ご注意： 

この文書（参考書面を含みます。）は、当社の第20回新株予約権の発行に関して一般に公表するための

公表文であり、特定の者に宛てて投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約

権の行使、売買又は失権に係る投資判断につきましては、本書面並びに平成25年３月15日付提出の有

価証券届出書（URL: http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読されたうえで、株主様又は投資家様個

人の責任において行うことをご理解いただければと存じます。この文書には、当社又は当社グループ

の財政状態又は業績等についての見通し、予測、予想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれ

ております。これらの記載内容は、本書の作成時点における当社の判断又は認識に基づいております

が、将来における実際の業績等は、様々な要因により、本書に記載された見通し等と大きく異なる可

能性がございますので予めご了承ください。 

なお、この文書は、米国における証券の募集または購入の勧誘ではありません。上記新株予約権の発

行は、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。

米国においては、1933 年米国証券法に基づく証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受

ける場合を除き、証券の募集または売出しを行うことはできません。 
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【ご参考】 

第20回新株予約権発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 

クレアホールディングス株式会社 第20回新株予約権（以下「本新株予約権」という） 

2. 本新株予約権の割当ての方法 

新株予約権無償割当ての方法により、平成25年３月31日（以下「割当基準日」という。）にお

ける当社の 終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株

式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てる（以下「本新株予約権

無償割当て」という。）。 

3. 本新株予約権の総数 

割当基準日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社自己株式数

を控除した数とする。 

4. 本新株予約権無償割当ての効力発生日（予定） 

平成25年４月１日 

5. 本新株予約権の内容 

(1) 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１個あたりの目的である株式の種類及び数は当社の普通株式１株とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、45円とする。 

(3) 本新株予約権の行使期間（予定） 

平成25年５月７日から平成25年５月30日までとする。 

(4) 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 

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、本項第

２号に定義する財産の価額全額とする。 

(5) 本新株予約権の譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 

(6) 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。 

(7) 本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。 

6. 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。

その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。）第163条の定めに従い社債等振替法の

規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２項に

定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権の取扱

いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 

7. 本新株予約権の行使請求受付場所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 
日本証券代行株式会社    本店 

8. 本新株予約権の行使に際しての金銭の払込取扱場所 

  株式会社 三菱東京UFJ銀行 横浜西口支店 

9. 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本新株予約権者は、直近上位機関（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いう。以

下同じ）に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の支払いを行う。 

(2) 直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤回する
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ことができない。 

10. 外国居住株主による本新株予約権の行使について  

外国に居住する株主は、本新株予約権の行使請求取次の依頼日（各口座管理機関が行使請求

に要する事項の通知を発行要項記載の行使請求受付場所に行う日とします）から７営業日前

までに、米国等に居住する株主ではない旨を誓約した書面及び別途当社が指定する資料を当

社に提出し、かつ当社にて当該事項を確認できた場合を除き、本新株予約権の行使について

制限がなされる。 

11. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

12. 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) 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は代表取締役社長に

一任する。 

 

以 上 

 
 
 
 


