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第三者割当による第 10回新株予約権及び第 11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 

並びに第三者割当て契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年８月 13 日開催の当社取締役会において、UBS AG ロンドン支店（以下、「UBS」

といいます。）に対する第三者割当による第 10 回新株予約権及び第 11回新株予約権（行使価額修正

条項付）（以下、第 10 回新株予約権及び第 11回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）

の発行（以下、第 10 回新株予約権及び第 11回新株予約権の発行を総称して「本資金調達」といいま

す。）並びに各本新株予約権に関する第三者割当て契約（以下、総称して「本契約」といいます。）の

締結を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 募集の概要 

(1) 第 10回新株予約権発行の概要 

(1)割当日 平成 25 年９月２日(月) 

(2)新株予約権の個数 274個 

(3)発行価額 

（払込金額） 

新株予約権 1個当たり、平成 25年８月 14日から平成 25年８月 27日まで

の当社普通株式の売買高加重平均価格（以下、「VWAP」といいます。）の単

純平均値（ただし、VWAP が算出されない日は除きます。）の 95%相当額か

ら 1円を差し引いた値に 1,000を乗じた金額（1円未満端数切捨て） 

(4)当該発行による潜

在株式数 

274,000 株（新株予約権１個につき 1,000株） 

(5)資金調達の額 平成 25 年８月 27日において、発行価額に 1,000円を加えた額に新株予約

権の個数を乗じた金額により決定される予定です。（注） 

(6)行使価額 １株当たり１円 

(7)募集又は割当方法

（割当予定先） 

UBSに対する第三者割当方式 

(8)その他 ① 取得条項 

当社は、第 10 回新株予約権の割当日の翌営業日以降いつでも、当社
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取締役会の決定により、当社株式の時価に基づき決定される金額で第

10回新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 

② 行使制限と行使指示 

割当予定先は、第 10 回新株予約権の行使可能期間の最終日の２週間

前までは、一定の場合を除き、自らの裁量で第 10 回新株予約権を行使

することができないこととされています。当社が割当予定先による第

10回新株予約権の行使を希望する場合には、第 10回新株予約権の行使

可能期間の最終日の２週間前までに割当予定先に対して新株予約権の

行使指示を行うことができ、割当予定先は当該行使指示を受領した日か

ら３取引日以内に行使指示された数に相当する第 10 回新株予約権を全

て行使することとされています。但し、かかる行使は、これを一括して

又は数回に分けて行うことができます。 

③ 譲渡制限 

割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく第 10 回新株予約

権を譲渡することはできません。 

④ その他 

前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件

とします。 

（詳細については、後記「3．資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 本

資金調達の概要」をご参照ください。） 

（注）資金調達額は、第 10 回新株予約権の払込金額の総額に第 10回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１個につき 1,000円）の合計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。また、第 10 回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない

場合及び当社が第 10 回新株予約権を取得・消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

 

(2) 第 11回新株予約権発行の概要 

(1)割当日 平成 25 年９月２日(月) 

(2)新株予約権の個数 1,400個 

(3)発行価額 

（払込金額） 

新株予約権１個あたり 12,500円（総額 17,500,000円） 

(4)当該発行による潜

在株式数 

1,400,000株 

なお、(6)に記載のとおり、行使価額は修正される可能性がありますが、

当該発行による潜在株式数が変動することはありません。 

(5)資金調達の額 割当日において、当初行使価額に 1,000を乗じた額を発行価額に加えた額

に新株予約権の個数を乗じた金額により決定される予定です。（注１） 

(6)当初行使価額及び

行使価額の修正条項 

当初行使価額は割当日における東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値（注２）とします。 

行使価額は、当社が行使価額の修正を決議し、第 11 回新株予約権に係る

全ての新株予約権者に通知した場合には、当該通知日の翌営業日以降、新
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株予約権の行使がなされる都度、新株予約権の各行使請求の効力発生日

（以下、「修正日」といいます。）の前日まで（当日を含みます。）の３連

続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以

下、「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）

の単純平均値の 90%に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額に

修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が当初行使価額を

下回る場合は、修正後の行使価額は当初行使価額とします。 

(7)募集又は割当方法

（割当予定先） 

UBSに対する第三者割当方式 

(8)その他 ① 行使価額上方修正オプション 

第 11 回新株予約権の行使価額は当初は固定されていますが、当社が

行使価額の上方修正を希望する場合、当社の取締役会において決議する

ことにより、行使価額の修正を開始させることが可能です。かかる決議

がなされた場合には、それ以降、第 11 回新株予約権の行使の都度、所

定の算式に従い、自動的に行使価額の修正がなされます。下限行使価額

は、当初行使価額の 100%に相当する金額であり、行使価額の修正が開

始された後も、株式分割等の株式の希薄化に伴う行使価額の調整が生じ

る場合を除き、行使価額が当初行使価額を下回ることはありません。 

② 行使指定条項 

割当予定先は本行使指定条項による行使指定又は③記載の行使停止

指定条項に基づく行使停止指定がなされた場合を除き、④記載の「制限

超過行使の禁止」に従うことを条件に、原則としていつでもその裁量で

第 11 回新株予約権の行使をすることが可能ですが、当社は、割当予定

先との間で、当社が一定の条件に従って第 11 回新株予約権を行使すべ

き旨並びに行使すべき第 11 回新株予約権の数及び行使すべき期間を指

定することができ、割当予定先はかかる行使指定に従って第 11 回新株

予約権を行使することに合意しています。 

③ 行使停止指定条項 

当社は、割当予定先との間で、当社が一定の条件に従って第 11 回新

株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定す

ること（以下、「行使停止指定」といいます。）ができることに合意して

います。 

④ 制限超過行使の禁止 

割当予定先は、一定の適用除外の場合を除き、第 11 回新株予約権の

行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得するこ

ととなる株式数が第 11 回新株予約権の払込日時点における当社上場株

式数の 10％を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る

新株予約権の行使（以下、「制限超過行使」といいます。）を行うことが

できません。 
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⑤ 取得条項 

当社は、第 11 回新株予約権の割当日の翌営業日以降いつでも、当社

取締役会の決定により、発行価額と同額で第 11 回新株予約権の全部又

は一部を取得することができます。 

⑥ 買戻義務 

当社は、平成 27年９月２日に、その時点で残存する第 11回新株予約

権のすべてを発行価額で買い取る義務を負う旨割当予定先との間で合

意しています。 

⑦ 譲渡制限 

割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく第 11 回新株予約

権を譲渡することはできません。 

⑧ その他 

前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件

とします。 

（詳細については、後記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 本

資金調達の概要」をご参照ください。） 

（注１） 資金調達の額は、第 11 回新株予約権の払込金額の総額に第 11 回新株予約権の行使に際し

て払込むべき金額の合計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します。また、第

11回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び第 11回新株予約権を当社が

取得・消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

（注２）但し、割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 1,152円を

下回る場合には、当初行使価額を 1,152円とします。 

 

２． 募集の目的及び理由 

当社グループは、日本発の「細胞シート工学」という新しい再生医療技術を基盤として様々な再生

医療製品を開発し、「細胞シート再生医療」の世界普及を推進することを使命としております。細胞

シート工学は、東京女子医科大学の岡野光夫教授（当社取締役）が世界で初めて創唱した技術で、バ

ラバラの細胞から人体を構成する様々な組織の基本単位（「細胞シート」＝有機的に結合したシート

状の細胞塊）を人工的に作製することができる再生医療プラットフォーム技術です。細胞シートは現

在世界で唯一当社が製品化している「温度応答性細胞培養器材」を用いて作製可能で、生体内で組織

として機能する、無縫合で生着するなど、再生医療に有用な様々な特長を有しています。また、細胞

シート再生医療とは、細胞シート工学に基づいて作製される細胞シートを用いて先天的又は後天的に

機能を喪失した人体組織や臓器を修復・再生することによって、従来の医療技術では治癒できない

様々な疾患や障害を治療することを目指す革新的な医療アプローチを指します。 

当社グループは、上述の使命を果たすために現在２つの事業を展開しております。１つ目の事業は、

細胞シート再生医療製品の研究開発・製造・販売を通じて日米欧を始めとする世界各国における細胞

シート再生医療の普及を目指す「細胞シート再生医療事業」です。当社グループでは、現在、角膜再

生上皮シート、心筋再生パッチ、食道再生上皮シート、歯周組織再生シート、軟骨再生シートの５つ
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の開発候補品を有しております。研究開発が最も進んでいる角膜再生上皮シートについては、現在、

早期の事業化を目指した方策の検討を進めております。また食道再生上皮シートについてはこれまで

に共同研究先における臨床研究が終了しており、その他３つの開発候補品については現在臨床研究が

進められている段階にあります。 

２つ目の事業は、細胞シート作製の基礎ツールである温度応答性細胞培養器材とその応用製品等の

研究開発・製造・販売を通じて世界各国の大学や研究機関等における再生医療研究開発を支援する「再

生医療支援事業」です。当社グループでは、これまでに構築した国内外の販売代理店網を通じてマー

ケティング・販売活動を行っております。 

当社グループの収益基盤を確立するためには、共同研究先との協働による細胞シート再生医療事業

及び再生医療支援事業双方における研究開発活動（特に細胞シート再生医療事業における前臨床研究、

臨床研究、治験、各国薬事承認取得などの活動）の推進と両事業における製品製造・マーケティング・

販売活動の拡充が必要です。ただし、いずれの事業もまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医

療製品の研究開発を行う細胞シート再生医療事業はその本質として多額の研究開発先行投資を必要

とするため、当社グループはこれまで必要資金の手当てのために様々な施策を実行してまいりました。 

 

必要資金手当てに向けた各施策の実行並びに経費削減を通した今後の研究開発体制の構築を推進

する中で、平成 25 年２月、当社は「外部環境の変化を活用した新たな持続的成長モデルの構築」を

中期ビジョンとして掲げ、「事業提携」・「戦略投資」・「財務基盤」を３つの柱とする平成 25～27年度

中期経営計画を発表いたしました。 

本計画の第１の柱である「事業提携」においては、平成 25～26 年度における実現を目途とした細

胞シート再生医療第１号製品の早期事業化を目的として事業提携の実現を図り、事業提携の内容と社

内外の環境変化に応じた研究開発戦略の大胆かつ機動的な組み換えを検討する計画です。事業提携を

伴う細胞シート再生医療製品の早期事業化は、当社によるこれまでの研究開発成果の収益化及び事業

化に至る先行投資負担の軽減を可能にするとともに、当社が比較優位を持たない経営資源（機能、ス

キル、技術）の補完に寄与するものと期待しております。 

第２の柱である「戦略投資」においては、中長期的な企業価値成長を目指した戦略分野への先行投

資を積極的に進める計画です。現在検討を進めている先行投資領域候補としては、例えば日本におけ

る法規制の整備によって生じる新しい事業機会への戦略的参入が挙げられます。現在日本で検討され

ている法規制整備の状況（特に薬事法の改正、いわゆる「再生医療新法」の制定など）に注目してお

ります。具体的には、高い有用性等が期待される再生医療製品については、その特性を踏まえた安全

性等の基準の整備や手続の見直しを行い、迅速な審査・承認を行う制度作り（早期承認制度）が進ん

でおります。また細胞加工のための制度整備では、再生医療を医師・医療機関が実施する際に、医師

法・医療法の下で患者の細胞・組織の加工等を外部の専門性を有する事業者等に委託できる仕組み作

り（細胞受託加工業の創設）が進んでおります。当社はこういった状況を踏まえて事業提携を通じた

参入の可能性も視野に入れながら戦略的な検討を進める計画です。また、ブロックバスター製品を目

指した「第２世代パイプラインの研究開発」も今後の先行投資課題のひとつです。 

第３の柱である「財務基盤」においては、事業提携、公的助成・補助、及びエクイティ・ファイナ

ンスを含めた金融的手法などの多様な手段を活用し、上述の第１、第２の柱の推進に必要な資金の調

達及び安定的資金源の開発に取り組むとともに、費用対効果の向上を通じた継続的な支出抑制にも取
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り組んでまいります。中期経営計画の着実な推進による当社グループ事業の一層の進展と持続的な成

長モデルの構築に向けて、当社グループは事業提携等を含めた資金調達の実現による財務基盤の確立

を、現在の最優先課題と位置付けております。 

 

再生医療事業という革新的な事業に関する提携の実現は必ずしも容易ではないと考えられますが、

最近になって再生医療事業を取り巻く環境は活性化してきております。例えば、平成 24 年に政府よ

り相次いで「医療イノベーション５か年戦略」と「日本再生戦略」が発表され、これらの文書の中で

再生医療の産業化が重点的な取組項目として挙げられております。また、平成 24年 12月には様々な

種類の細胞に成長でき再生医療の実現につながることが期待される「iPS細胞（人工多能性幹細胞）」

を世界で初めて作製した山中伸弥京都大学教授・同大学 iPS細胞研究所長がノーベル医学・生理学賞

を受賞され、改めて再生医療が各方面の注目を浴びる機会となりました。さらに、平成 25 年４月に

は再生医療の実用化を目指した再生医療推進法が成立し、同年７月には厚生労働相が iPS細胞を用い

た臨床研究計画を承認するなど、政府の再生医療に対する前向きな取組姿勢が具現化してきています。 

このような基礎研究成果や政府の取組姿勢などが再生医療の産業化にとって前向きな環境を醸成

する中、近時、複数の大手企業が再生医療分野あるいはその関連分野への参入を正式に表明するケー

スが見られるようになりました。他方、医療用医薬品・医療機器分野は薬事法規制対応の必要性など

から一般的に参入障壁が高いとされており、その中でも最先端の技術を活用する再生医療分野はもう

一段参入障壁が高くなっていると言うことができます。そのような参入障壁を有する再生医療分野あ

るいはその関連分野への参入を検討している企業にとって、当社グループのような基盤技術・特許

網・研究開発パイプライン及び薬事法規制対応を含めた経験・ノウハウなどを有する先行企業との提

携は高い参入障壁を乗り越えるための戦略的選択肢の１つになり得ると考えております。また、潤沢

な資金背景と新規事業分野への参入意欲を有する大手企業は、研究開発先行投資資金及び運転資金の

調達を最重要課題としている当社グループにとって重要な戦略的提携パートナーになり得る相手方

です。 

当社グループは、このような環境認識に基づいて、現在複数の相手方と事業提携等に関する交渉を

推進しておりますが、現在までに具体化したものはございません。一方、既に開示しておりますとお

り、平成 23 年４月に米国 Emmaus Medical Inc.との間で締結いたしました共同研究開発基本契約に

ついては、両社の直近の状況を踏まえ、米国角膜再生上皮シート共同開発・事業化契約に統合する方

向で検討を進めており、統合が実現した場合には平成 24年 12月期第１四半期中に受領した 150万米

ドルが当社技術移転対価となり、先方一時金支払義務は終了する見込みとなっております。当社グル

ープは平成25年12月期第２四半期連結会計期間末においても依然として継続企業の前提に関する重

要な疑義を生じさせるような状況が存在している状況にあり、従いまして、中期経営計画に基づく着

実な事業の推進及び将来に向けた持続的な成長モデルの構築に向けて、継続的な事業提携交渉の推進

と並行して、研究開発の継続的・積極的な推進を可能とする資金を調達することが経営上重要な課題

となっております。 

 

以上のような状況を総合的に勘案して、今般当社は自己資本拡充と運転資金及び研究開発資金確保

という課題に対応することを目的として、第三者割当による新株予約権の発行による資金調達を実施

することにいたしました。 
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当社は、本資金調達を通じて研究開発活動をより一層推進し、事業提携を伴う細胞シート再生医療

製品の早期事業化による安定的事業基盤の確立、細胞受託加工業への新規参入、及び生産ブレークス

ルーの実現・次世代パイプラインの研究開発という戦略分野への先行投資による中長期的な企業価値

向上を図る方針であり、本資金調達は株主の皆様をはじめとするステークホルダー各位の利益に資す

るものと判断しております。 

 

３． 資金調達方法の概要及び選択理由 

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、第三者割当による第 10回新株予約権の発行と第 11回新株予約権の発行を組み

合わせた資金調達を行うことが最適であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達を選択した具

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 

当社は、この度の資金調達に際して、銀行借入、公募増資、株主割当増資、新株予約権付

社債、第三者割当増資等の資金調達手段を検討いたしました。 

しかしながら、前述の当社の細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業はともにまだ

先行投資段階にあり当面研究開発費等の投下経費が収益を上回る状況が続く見込みであるこ

とから、間接金融（銀行借入）による資金調達は事実上困難な状況であり、また本日現在に

おいても間接金融（銀行借入）による資金調達は行っておりません。 

そのため、既存株主の皆様の株式の希薄化というリスクを懸念しつつも、エクイティ発行

による直接金融に依拠せざるを得ない状況です。そこで、数あるエクイティ・ファイナンス

手法から資金調達方法を選択するにあたり、昨今の相場環境に鑑みて、既存株主の皆様の利

益に配慮した仕組みを備えた手法であるかどうかを重視して以下の資金調達方法を検討いた

しました。 

公募増資及び株主割当増資については、調達に要する時間及びコストの負担が第三者割当

による新株予約権の発行より大きいこと、また将来の１株当たりの期待利益の希薄化を一度

に引き起こすために株価に対する直接的な影響が大きいとも考えられ、過去連続して赤字を

計上している当社の損益状況や無配が続いている現状及び昨今の金融情勢・資本市場の状況

を勘案した結果、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。  

新株予約権付社債については、その転換までの間調達金額が負債として計上されるため、

現在の当社の財務体質に鑑み、財務健全性の観点から今回の資金調達方法として適当でない

と判断いたしました。 

第三者割当増資については、資金需要に合わせた機動的な資金調達の観点からは適切でな

いと考えられること、今回のように調達金額が大きい場合には当社の株主構成及びコーポレ

ートガバナンスに短期的に大きな影響を及ぼすと考えられること、並びに即時の株式発行を

伴うものであり、上記の公募増資及び株主割当増資同様将来の１株当たりの期待利益の希薄

化を一度に引き起こすことから、株価に対する直接的な影響が大きいと考え、今回の資金調

達方法として適当でないと判断いたしました。 

この点、異なる性質を有する２種類の新株予約権を組み合わせた資金調達方法は、当社の
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当面の資金需要に対処するとともに株価への下落圧力を可及的に軽減して、既存株主の皆様

の利益に配慮しながら継続的な研究開発資金を調達したいという当社のニーズを充足し得る

ものであり現時点における最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。 

 

(2) 本資金調達の概要 

今回の資金調達においては、①新株予約権という形態ではあるものの発行当初に資金調達

できる仕組みを持つ第 10回新株予約権、及び②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を持つ第 11回新株予約権という２種類の新株予約権を第三者割

当の方法によって割当予定先に対して発行致します。 

 

【第 10回新株予約権の商品性】 

① 当社株式の時価に基づいて設定される新株予約権の払込金額 

• 第 10回新株予約権の払込金額は、発行決議日直後の一定期間における当社株式の時

価の加重平均に基づき決定されます。当該払込金額は第 10回新株予約権の発行日に

割当予定先より払い込まれる金額であることから、新株予約権の発行当初に資金を

調達することができます。 

• 払込金額の決定方法につきましては、別添の発行要項第９項をご参照ください。 

② 新株予約権の行使価額 

• 第 10回新株予約権の行使価額は１円に設定されておりますが、この結果新株予約権

発行時における株式発行による資金調達とほぼ同等の経済効果を得ることが可能に

なっております。なお、第 10回新株予約権に行使価額の修正条項は付されておりま

せん。 

③ 新株予約権の取得条項 

• 当社は、第 10回新株予約権の割当日の翌営業日以降いつでも、当社取締役会の決定

により、当社株式の時価に基づき決定される金額で第 10回新株予約権の全部又は一

部を取得することができます。 

• 取得時の時価は、当社取締役会が定める取得日の 10取引日前から取得日前日までの 10

連続取引日における VWAP の単純平均値（但し、VWAP が算出されない日は除きます。）

に 1,000 を乗じた価額（1円未満端数切捨て）とされています。 

④ 新株予約権の行使制限と行使指示 

• 本契約に基づき、割当予定先は、第 10回新株予約権の行使可能期間の最終日の２週

間前までは、一定の場合を除き、自らの裁量で第 10回新株予約権を行使することが

できません。当社が割当予定先による第 10回新株予約権の行使を希望する場合には、

第 10 回新株予約権の行使可能期間の最終日の２週間前までに割当予定先に対して

行使すべき旨及び行使すべき第 10 回新株予約権の数を通知することで割当予定先

に対して新株予約権の行使指示を行うことができます。 

• 割当予定先は当該行使指示を受けた場合、当該行使指示を受領した日から３取引日

以内に行使指示された数に相当する第 10回新株予約権を全て行使します。但し、か

かる行使は、これを一括して又は数回に分けて行うことができます。 
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• 当社が株式の希薄化の回避を希望する場合には、③の新株予約権の取得条項を行使

することで、当社の裁量でいつでも残存する第 10回新株予約権を取得することがで

きます。ただし、未公表のインサイダー情報がある場合等一定の場合には当社は行

使指示を行うことはできません。なお、当社は、上記の行使指示を行った場合、そ

の都度開示いたします。 

⑤ 譲渡制限 

• 第 10 回新株予約権には譲渡制限が付されており、当社取締役会の承諾がない限り、

割当予定先から第三者への譲渡は行われません。割当予定先は、新株予約権を譲渡

する場合には、新株予約権の行使指示を行う権利等本契約上の地位及びこれに基づ

く権利義務を譲受人に承継させます。 

 

【第 11回新株予約権の商品性】 

① 行使価額上方修正オプション 

• 第 11回新株予約権の行使価額は、当初は固定されていますが、当社株価が上昇し行

使価額の上方修正を希望する場合には当社の取締役会において決議することにより

その上方修正を開始させることが可能です。行使価額が上方修正された場合には資

金調達額が増大することになり、当社株価の上昇によるアップサイドメリットを享

受することできます。 

• 行使価額の修正に係る決議がなされた場合には、それ以降第 11回新株予約権の行使

の都度所定の算式に従って自動的に行使価額の修正がなされますが、下限行使価額

は当初行使価額の 100%に相当する金額であり、行使価額の修正が開始された後も株

式分割等の株式の希薄化に伴う行使価額の調整が生じる場合を除いて、行使価額が

当初行使価額を下回ることはありません。 

② 行使指定条項 

• 行使指定条項による行使指定又は③記載の行使停止指定条項に基づく行使停止指定

がなされた場合を除き、④記載の制限超過行使の禁止に従うことを条件として原則

としていつでも割当予定先の裁量で第 11 回新株予約権を行使できる仕組みとなっ

ており、当社株式の時価が行使価額を上回っているときには速やかに新株予約権の

行使が進んでいくことが期待できる仕組みとなっております。 

• 当社が機動的な資金調達を希望した際には、一定の条件に従って第 11回新株予約権

を行使すべき旨並びに行使すべき第 11 回新株予約権の数及び行使すべき期間を当

社が指定（以下、「行使指定」といいます。）できる仕組みとなっております。割当

予定先は、かかる行使指定に従って一定の条件及び制限の下で、第 11回新株予約権

を行使します。 

• 但し、第 11 回新株予約権の行使指定をする際には、当社が一度に行使指定を行うこ

とのできる行使指定期間は最長 20取引日とし、行使指定を行うことのできる新株予

約権の数は、行使指定のなされる日の前日までの１ヶ月間又は同３ヶ月間における

当社普通株式の１日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の 15%に最も近似する

株式数に行使指定期間の日数を乗じた数に相当する数以下となるように行使指定を
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行う必要があります。行使指定の直前の取引日における当社普通株式の終値が行使

価額を下回る場合、当社株式に係るインサイダー情報がある場合、当社の財務状況

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など、一定の条件の下では、

当社は行使指定を行うことはできません。なお、当社は、上記の行使指定を行う都

度開示いたします。 

③ 行使停止指定条項 

• 当社は、割当予定先に対して、一定の条件に従って第 11回新株予約権を行使できな

い期間を指定すること（以下、「行使停止指定」といいます。）ができます。 

• 行使停止指定の期間及び行使停止指定の対象となる第 11 回新株予約権の数は当社

の裁量により決定することができ、また、複数回の行使停止指定を行うことが可能

です。さらに、当社は、いったん行った行使停止指定をいつでも取り消すことがで

きます。但し、当社は、②記載の行使指定を行った場合、割当予定先が当該行使指

定に基づき行使しなければならない第 11 回新株予約権の行使を妨げるような行使

停止指定を行うことはできません。 

• 当社の判断により随時行使停止指定を行うことが可能であるため、当社が当社の資

金需要及び市場環境に鑑み主体的に資金調達時期を設定することが可能となります。

なお、当社は、上記の行使停止指定を行う都度開示いたします。 

④ 制限超過行使の禁止 

• 当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び有

価証券上場規程施行規則第 436条第 1項乃至第 5項の定めに基いて、MSCB等の買受

人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める

「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所用の適用除外の場合を除き、

第 11 回新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取

得することとなる株式数が第 11 回新株予約権の払込日時点における当社上場株式

数の 10％を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る新株予約権の行

使（制限超過行使）を割当予定先に行わせないこととします。 

• 割当予定先は、制限超過行使に該当するような第 11回新株予約権の行使を行わない

ことに本契約の中で同意しております。 

⑤ 交付株式数の固定 

• 第 11 回新株予約権の目的である当社普通株式数は 1,400,000 株で固定されており、

株価動向にかかわらず交付株式数が固定されているため、第 11回新株予約権の行使

による最大希薄化率は変わりません。 

⑥ 新株予約権の取得条項 

• 当社は、第 11回新株予約権の割当日の翌営業日以降いつでも、当社取締役会の決定

により発行価額と同額で第 11 回新株予約権の一部又は全部を取得する旨及び取得

日を決議することができます。 

• 将来的に第 11回新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以

上の好条件での資金調達方法が確保できた場合等には、当社はその裁量でいつでも

残存する第 11 回新株予約権を取得することができます。従って第 11 回新株予約権
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の発行後も当社資本政策の柔軟性が確保されております。 

• 当社は、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を行う場合は、発行

価額と同額で第 11回新株予約権の全部を取得します。 

⑦ 買戻義務 

• 当社は、本契約に基づき平成 27 年９月２日に、その時点で残存する第 11 回新株予

約権のすべてを発行価額で買い取る義務を負います。 

⑧ 譲渡制限 

• 第 11 回新株予約権には譲渡制限が付されており、当社取締役会の承諾がない限り、

割当予定先から第三者への譲渡は行われません。割当予定先は、新株予約権を譲渡

する場合には、新株予約権の行使指定及び行使停止指定を行う権利等本契約上の地

位及びこれに基づく権利義務を譲受人に承継させます。 

 

(3) 本資金調達の選択理由 

本資金調達は、当面の資金需要に対応しつつ、当社が主体となり一定の条件のもと新株予

約権の行使指示又は行使停止指定等を行うことができることが大きな特徴であり、そのため

に異なる性質を有する２種類の新株予約権を組み合わせております。具体的には、第 10回新

株予約権は当面の資金需要に対応して発行されるものであり、将来の株式の発行可能性は有

するものの取引時点では直ちに株式を発行することなく即時の資金調達を実現することがで

きることをその特徴としております。一方、第 11回新株予約権は、即時の資金調達手段とは

ならないものの、行使価額の上方修正オプションを活用することで将来の当社株価上昇時に

資金調達額を増やすことが可能となり、また当社が主体となり一定の条件のもとに新株予約

権の行使の指定又は行使の停止指定を行うことで、株価への影響に配慮しつつ今後の当社の

資金ニーズに応じた柔軟かつ機動的な資金調達を行うことを企図して発行されるものです。  
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【第 10回新株予約権の特徴】 

第 10回新株予約権は、新株予約権の発行ではあるものの、発行時において株式を発行する

のと同等の資金調達を実現するスキームですが、その特徴は以下の図に記載のとおりです。 

 

 
 
（注）上記図においては、UBS と関係会社である UBS 証券株式会社を総称して「UBS グループ」として記載しております。 

 
① 当資金調達方法のコンセプトは、将来の株式発行条件を事前に確定した上で、取引時点

で株式を直ちに発行することなく、取引の相手方から事前に資金を調達する経済効果を

実現するものです。資金調達額は予め決定された将来に発行される可能性のある株式の

発行価額及び発行数量に基づき、現在の株価水準を基準に決定されます。 

② 具体的には、割当予定先と本契約を締結し、当社株式 274,000 株を対象とする行使価額

１円の新株予約権を当社株式の時価から一定のディスカウントを行った価額で割当予定

先に発行します。新株予約権の発行価額としての払込相当額は、当社の貸借対照表上、

新株予約権の発行時より純資産として計上されます。 

③ 割当予定先は新株予約権の満期の２週間前までは当社による行使指示がない限り、原則

として新株予約権の行使が制限され、かつ事前通知により当社はいつでも新株予約権を

【第10回新株予約権の発行当初】

UBS
グループ

当社

新株予約権発行

株式を売却

株式市場
／投資家

株主

借株

発行価額

【第10回新株予約権の決済時】

UBS
グループ

当社

株式

株主

株式
（借株返却）

行使価額

① 株式を発行する場合

② 株式を発行しない場合

UBS
グループ

当社

現金

株式を取得

株式市場
／投資家

株主

新株予約権取得

株式
（借株返却）

貸借料
（期中）
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当社普通株式の時価相当額で取得することが可能となっています。従って、当社の裁量

で将来時点における株式発行の要否、発行する株式数（ただし上限は予め決定される株

式数）及びその発行時期を決定することができます。 

④ 当社が第 10 回新株予約権を取得する場合の取得価額は取得時の当社株価により変動し

ます。第 10回新株予約権の時価は当社株価にほぼ連動するため、当初時点と比較して株

価が上昇した場合の取得価額は発行価額と比較して高くなり、株価が下落した場合の取

得価額は発行価額と比較して低くなります。また、当社が割当予定先に対して行使指示

を行うことによる株式発行を選択した場合、新株予約権発行時に純資産に計上していた

金額は資本金及び資本準備金に計上されます。 

⑤ 当資金調達方法に関連して、当社役員と割当予定先の関係会社である UBS 証券株式会社

との間で、当社普通株式 274,000 株につき株券貸借取引がなされる予定です。また割当

予定先は買受ける新株予約権の株価変動リスクをヘッジする観点から株券貸借取引で

UBS 証券株式会社を介して調達した株式を発行決議直後の一定期間に市場等で売却する

予定であることから、当該期間中に一定の売り圧力が市場に生じ、当社普通株式の株価

の下落が生じ得るというデメリットがありえます。しかしながら、割当予定先は、市場

動向を勘案しながら当社普通株式を売却する方針であり、新株予約権の目的である当社

普通株式数 274,000 株に対し、当社普通株式の過去３か月における１日当たり平均出来

高は約 340,000 株であり、一定の流動性を有していること、またヘッジ取引による市場

売却を行う場合の当社株価への影響を抑えるため、割当予定先に対して各営業日に市場

売却できる数量の制限を本契約の中で課していることから、かかるデメリットは一定程

度緩和されるものと見込んでおります。また、割当予定先にとって第 10回新株予約権は、

株価の下落によって割当予定先が享受する収益が増える仕組みにはなっていないため、

ヘッジ取引による市場売却を行う場合にも意図的に株価を下げるインセンティブはない

ものと認識しております。 

⑥ なお、当社が第 10回新株予約権の取得を行う場合、UBS証券株式会社が当社役員に、株

券貸借取引に基づき貸借された株式の返却を行うために、割当予定先は取得日直前の一

定期間に市場等で買付けを行う予定です。当該取引において市場買付を行う場合の当社

への株価への影響を抑えるため、割当予定先に対して各営業日に市場買付できる数量の

制限を本契約の中で課しております。 

 

【第 11回新株予約権の特徴】 

① 第 11回新株予約権には行使価額の上方修正オプションが付いているため、行使価額が当

初は固定されていますが、当社株価が上昇し、行使価額の上方修正を希望する場合、当

社の取締役会において決議することにより、行使価額の修正を開始させることが可能で

す。これによって、当社株価の上昇に伴い行使価額が上方修正された場合には、資金調

達額が増大することになり、当社株価の上昇によるアップサイドメリットを享受するこ

とができます。 

② 第 11 回新株予約権は、原則、割当予定先の裁量により新株予約権の行使が進みますが、

行使指定条項が付いているため、当社に資金需要が発生し、割当予定先による新株予約
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権の早期の行使を希望する場合には、一定の条件のもとで、一定の期間内に行使すべき

新株予約権の数を指定することでより機動的に資金調達を実施することが可能です。 

③ 第 11回新株予約権には、当社の裁量により希薄化の程度及び時期をコントロールするこ

とができるように行使指定条項に加えて行使停止指定条項を付けております。市場環境

等を勘案の上、株価への影響に配慮しつつ、新株予約権の行使指定又は行使停止指定を

行うことができますので、新株式の発行と比べて、希薄化の程度及び時期を当社の裁量

によりコントロールすることができます。また、新株予約権の目的である当社普通株式

数は 1,400,000 株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されて

いることにより、希薄化が限定されております。 

④ 新株予約権は、そのすべての行使が完了するまでに一定の期間を必要とし、また、当社

普通株式の株価が行使価額を下回って推移した場合には、新株予約権の行使がなされな

いことが想定されます。従って、株価や市場動向等により、割当予定先による第 11回新

株予約権の行使が進まないことにより、資金調達額が減少する可能性があるというデメ

リットはあります。しかしながら、行使価額の下限は当初行使価額の 100%に相当する金

額（但し、一定の場合に調整がなされます。）であることから、当社普通株式１株当たり

の価値の希薄化が一定程度制限されております。 

⑤ 当社は、新株予約権の発行価額と同額の金銭を支払うことで、新株予約権の全部又は一

部を取得することができるため、新株予約権を取得消却することで、より有利な資金調

達手法を当社の裁量により選択することが可能です。これにより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。 

⑥ 割当予定先は、新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を

有しておらず、従って、新株予約権の行使後当社普通株式は売却されることになるため、

一定の売り圧力が市場に生じ、当社普通株式の株価の下落が生じ得るというデメリット

がありえます。しかしながら、割当予定先は、市場動向を勘案しながら当社普通株式を

売却する方針であり、また、新株予約権の目的である当社普通株式数 1,400,000 株に対

し、当社普通株式の過去３か月における１日当たり平均出来高は約 340,000 株であり、

一定の流動性を有していることから、かかるデメリットはある程度緩和されるものと見

込んでおります。 

 

４． 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(1) 調達する資金の額 

調達する資金の総額 3,472,584,300円 

内訳（第 10 回新株予約権の発行による調達額） 541,410,300円 

内訳（第 10 回新株予約権の行使による調達額） 274,000円 

内訳（第 11 回新株予約権の発行による調達額） 17,500,000円 

内訳（第 11 回新株予約権の行使による調達額）  2,913,400,000円 

発行諸費用の概算額 11,000,000円 

差引手取概算額 3,461,584,300円 

（注）１．第 10回新株予約権の発行による調達額は、平成 25年８月 14日から平成 25年８月
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27 日までの当社普通株式の VWAP の単純平均値（ただし、VWAP が算出されない日

は除きます。）が平成 25年８月 12日の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値と同額として仮に計算された金額です。第 11回新株予約権の行使に

よる調達額は、当初行使価額が平成 25 年８月 12 日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値と同額として、第 11回新株予約権が全て権利行使さ

れた場合における仮の払込金額総額です。 

   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．発行諸費用の内訳は、新株予約権評価・発行サポート関連費用 9,000,000円、株式

事務手数料 1,500,000円、その他諸費用（登記関連費用等）500,000円です。 

   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。また、行使価

額が修正又は調整された場合には、上記差引手取概算額は、増加又は減少する可

能性があります。 

 

(2) 調達する資金の具体的な使途 

【第 10回新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途】 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 研究開発資金 538 
平成25年８月 

～平成26年12月 

① 研究開発資金の主な内訳 

細胞受託加工業の立上げ準備費用 238百万円、人件費 300百万円など 

 

【第 11回新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途】 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 運転資金 645 
平成27年１月 

～平成28年12月 

② 研究開発資金 2,278 
平成26年１月 

～平成28年12月 

① 運転資金の主な内訳 

人件費 390百万円、本社機能運営費用 255百万円など 

② 研究開発資金の主な内訳 

日本食道再生上皮シート治験・薬事申請関連費用 756百万円、日本軟骨再生シート治験・

薬事申請関連費用 832 百万円、人件費等に残額 

 

今回の調達資金は、事業提携等を通じた安定資金の調達までの間の運転資金及び収益基盤確立のた

めの研究開発資金に充当する予定です。 

 

なお、上記資金使途は平成28年12月までの資金使途の内訳を記載したものです。また、当社株価の

動向によっては第11回新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性があり、その行使状況によっ

て実際の資金調達額や調達時期が変動します。従って、上記資金使途の内訳は第11回新株予約権の行
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使状況によって変わる可能性があります。 

 

本新株予約権の行使によって予定される資金調達の全部又は一部が実現できない場合、現在取り組

んでいる事業提携等を通じた資金調達で対応する予定です。 

 

５． 資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、前述の「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使

途」に記載した使途に本資金調達を通じて充当して自己資本拡充並びに事業運営の基盤となる安定運

転資金及び研究開発資金を確保することにより中長期的な企業価値の向上を図る方針であり、かかる

資金使途は合理的であると判断しております。従いまして、本資金調達は、中長期的な企業価値の向

上により既存株主の皆様をはじめとするステークホルダー各位の利益にも資するものと考えており

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 

【第 10回新株予約権】 

第 10 回新株予約権の発行価額については、第 10 回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て第三者評価機関である株式会社赤坂国

際会計（東京都港区）により作成された評価書を参考に、第 10回新株予約権の１個当たりの

払込金額を発行決議日の翌取引日から発行決議日の 10 取引日後までの VWAP の単純平均値の

95%相当額から 1 円を差し引いた値に 1,000 を乗じた金額（1 円未満端数切捨て）といたしま

した。  

当該算定機関は、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、ボラティリティ等に関する前提、当社の資金調達需要及び行使指示行

動に関する一定の前提（一定の前提に基づき行使指示を実施することを含みます。）、並びに

割当予定先の権利行使行動及び株式売却行動に関する一定の前提（出来高の一定の範囲内で

株式売却を実施するという当社株式の流動性に起因する制限についての仮定に基づき、借株

を行い、一定期間に渡り市場等で株式売却を実施することを含みます。）を置き、割当予定先

による第 10回新株予約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当

予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行

コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理

的と見積もられる一定の水準（割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点

で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準）を仮定して、第 10回新株

予約権の発行要項及び本契約で定められた各条件（第 10回新株予約権の行使価額が１円であ

る点を含みます。）を考慮のうえ、第 10 回新株予約権の価格の評価を実施しています。当社

は、当該算定機関の評価を参考にしつつ、また、別記「２.募集の目的及び理由」に記載した

本スキームの内容や本スキームの特徴を勘案の上、第 10回新株予約権の発行価額の算定方法

が合理的であると判断しました。 
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【第 11回新株予約権】 

第 11 回新株予約権の発行価額については、第 11 回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て第三者評価機関である株式会社赤坂国

際会計（東京都港区）により作成された評価書を参考に、第 11回新株予約権の１個当たりの

払込金額を 12,500円といたしました。  

当該算定機関は、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、ボラティリティ等に関する前提、当社の資金調達需要、行使指定行動

及び行使停止指定行動に関する一定の前提（原則として新株予約権の取得を実施せず、一定

の前提に基づき継続的に行使指定を実施することを含みます。）並びに割当予定先の権利行使

行動及び株式売却行動に関する一定の前提（出来高の一定の範囲内で株式売却を実施すると

いう当社株式の流動性に起因する制限についての仮定に基づき、当社の行使指定等による権

利行使及び株式売却を実施することを含みます。）を置き、割当予定先による第 11 回新株予

約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当予定先の事務負担・

リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他

社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一

定の水準（割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施

したならば負担するであろうコストと同水準）を仮定して、第 11回新株予約権の発行要項及

び本契約で定められた各条件（当社が取締役会で行使価額の修正を決議した後の第 11回新株

予約権の行使価額が当社の株価から 10％ディスカウントされた金額である点及び下限行使価

額が当初行使価額と同水準である点を含みます。）を考慮のうえ、第 11 回新株予約権の価格

の評価を実施しています。当社は、当該算定機関の評価を参考にしつつ、また、別記「２.募

集の目的及び理由」に記載した本スキームの内容や本スキームの特徴を勘案の上、第 11回新

株予約権の発行価額が合理的であると判断しました。 

また、第 11回新株予約権の当初行使価額は、割当日における東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（但し、割当日における東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値が 1,152円を下回る場合には、1,152円とします。）としました。 

 

会社法上の職責に基づく監査として、監査役全員は当社担当者から発行要項の内容、上記

３．（２）「本資金調達の概要」及び３．（３）「本資金調達の選択理由」に記載の内容につい

て説明を受けました。かかる説明を受けるとともに、株式会社赤坂国際会計が作成した評価

書等も考慮に入れて総合的に判断し、本件新株予約権の払込金額が割当予定先に特に有利な

金額であるとして株主総会の特別決議が必要となる場合に該当しない旨の取締役会の判断に

ついて、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を当社監査役全員から

得ております。 

 

(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根拠 

本新株予約権の全てが行使された場合に増加する株式数は 1,674,000 株（議決権数 16,740
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個）であることから、平成25年６月30日現在の当社発行済株式総数6,985,635株に対し24.0％

（平成 25年６月 30日現在の当社議決権個数 69,822個に対しては 24.0％）の割合の希薄化が

生じえます。これにより、本新株予約権が行使された場合には、既存株主の皆様の株式持分

及び議決権比率が低下いたします。 

しかしながら、前述のとおり、細胞シート再生医療の世界普及を目指して、自己資本を増

強すること、運転資金を確保すること並びに研究開発活動及び製品製造・マーケティング・

販売活動の拡充により収益基盤を確立することが、現在の当社グループにとって喫緊の課題

となっております。 

この点、まず、第 10 回新株予約権については、前述の【第 10 回新株予約権の特徴】に記

載のとおり、新株予約権発行時点で株式を直ちに発行することなく資金調達及び資本調達が

でき、また、将来時点における株式発行の要否、発行する株式数、タイミングを当社の判断

で決定することが可能です。 

また、第 11 回新株予約権については、前述の【第 11 回新株予約権の特徴】に記載のとお

り、一定の条件下で当社の判断により行使指定が可能となるため機動的な資金調達が期待で

き、また、当社による行使停止指定がなされた場合には、割当予定先による新株予約権の行

使はなされません。本新株予約権は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することも可能であることから、株式の急激な希薄化を抑制

することが可能です。当社は、当社の株価が上昇し、より有利な条件での資金調達を実施す

る場合は、その時点で残存する第 11回新株予約権を取得することも可能です。 

当社は、本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使による資金調達並

びにその後の事業提携等の推進及び研究開発活動の推進を通じた細胞シート再生医療製品の

事業化を実現して中長期的な安定事業基盤を確立し、将来において黒字転換を果たすことに

より、１株当たり当期純利益の改善を図ることが可能であると考えております。 

 

７． 割当予定先の選定理由等 

(1) 割当予定先の概要 

① 名称 UBS AG ロンドン支店 

② 所在地 
連合王国 EC2M 2PP ロンドン フィンスバリーアベニュー 1 
（1 Finsbury Avenue, London, EC2M 2PP, United Kingdom） 

③ 代表者の役職及び氏名 
最高経営責任者(CEO) セルジオ P. エルモッティ（Sergio P. 
Ermotti） 

④ 事業内容 投資銀行業務及び証券業務 

⑤ 資本金の額 384百万スイス・フラン（連結、平成 25年６月 30日時点） 

⑥ 設立年月日 昭和 53年２月 28日 

⑦ 発行済株式総数 3,839,378,864株（平成 25年６月 30日時点） 

⑧ 事業年度の末日 12月 31日 

⑨ 従業員数 60,754名（グループ全体、平成 25年６月 30日時点） 

⑩ 主要取引先 投資家及び発行体 

⑪ 主要取引銀行 - 

⑫ 大株主及び持分比率 
チェース・ノミニーズ・リミテッド（11.94％） 
シンガポール政府投資公社（6.40％） 

⑬ 当社との関係等 

 資本関係 

当該会社は平成 25 年８月 12 日現在、当社の普通株式を保有しておら
ず、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と
の間には、特筆すべき資本関係はありません。 



19 

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との間に
は、特筆すべき取引関係はありません。 

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との間に
は、特筆すべき人的関係はありません。 

関連当事者への該当状
況 

当社と当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該
会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ 最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

連結純資産 43,728 48,530 45,895 

連結総資産 1,314,713 1,416,962 1,259,232 

1 株当たり連結純資産 
（スイス・フラン） 

11.53 12.95 12.25 

連結営業収益 31,994 27,788 25,443 

連結当期純損益 7,756 4,406 △ 2,235 

1 株当たり連結当期純利益 
（スイス・フラン） 

1.96 1.08 △ 0.67 

1 株当たり配当金 
（スイス・フラン） 

- 0.10 0.15 

（単位：百万スイス・フラン。特記しているものを除く） 

 

(2) 割当予定先を選定した理由 

当社は、上述のとおり事業提携等を含めた資金調達の実現を最優先課題として取り組んで

おります。その中で、収益基盤の確立に向けた事業の進捗を図るため必要となる資金の調達

についてどのような方法が当社にとって最良であるかをこれまで検討してまいりました。事

業提携等による安定資金の調達は有力な方法の１つですが、現時点ではまだ具体化したもの

はございません。一方で、当社グループにとって、事業提携等を通じた安定資金の調達が実

現するまでの間に必要となる自己資本拡充及び運転資金・研究開発資金の確保が喫緊の課題

となっていることは上述のとおりです。 

そのため、今般の割当予定先の選定にあたっては、当社の事業内容や中長期事業計画を含

めた当社の経営方針を尊重していただけることに加えて、資金調達が適時に行われること、

必要な資金が確保できる可能性が高いことを検討基準として、割当予定先となり得る複数の

証券会社等との協議・交渉を進めてまいりました。 

このような検討を経て、当社は、平成 25年５月に UBSより提案を受けた本スキームによる

資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。新株予約権

の発行当初に一定額の資金調達を行えると共に、既存株主の利益に及ぼす影響を軽減しなが

ら株価上昇によるアップサイドメリットを享受することのできる本スキームは、当社のニー

ズを充足し得る現時点における最良の選択肢であると判断しました。 

また UBS は、①当社のニーズを充足するスキームの提供を含め、高い商品開発力と提案力

を兼ね備えており、且つ新株予約権の買取業務において豊富な実績と基盤を有していること、

②国内外の幅広い投資家ネットワークを有しており、当社株式に対する機関投資家をはじめ

とする投資家の多様な需要に基づき本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が

期待されること、等も総合的に勘案し、当社は UBS を割当予定先として選定することといた

しました。 

なお、本第三者割当は、日本証券業協会会員である UBS 証券株式会社の斡旋を受けて行わ
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れたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適

用を受けて募集が行われるものです。 

 

(3) 割当予定先の保有方針 

割当予定先である UBS は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡できま

せん。割当予定先は、第 10 回新株予約権の行使により取得する当社普通株式については、株

券貸借契約に基づき UBS 証券株式会社を介して当社役員に返却を行うため、保有することは

ないとのことです。また、第 11回新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期保有

する意思を有しておらず、当該普通株式については市場動向、投資家需要を勘案しながら売

却する方針であるとのことです。 

 

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先において本新株予約権の払込金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、本件の斡旋を行う UBS 証券株式会社の担当者から口頭で受けるとともに、割

当予定先である UBS の本店である UBS AG の直近の財務諸表から純資産額は 47,073 百万スイ

ス・フラン及び現預金は 80,544百万スイス・フラン（それぞれ約 4兆 9,356億円、約 8兆 4,450

億円、換算レート１スイス・フラン 104.85円（平成 25年６月 28日の仲値））（連結、平成 25

年６月 30日現在）と確認しているほか、当該資金の払込みについては本契約において割当予

定先の義務として確約されることから、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。 

 

(5) 株券貸借に関する契約 

第 10回新株予約権の発行に伴い、割当予定先の関係会社である UBS証券株式会社は、当社

の大株主である当社代表取締役社長長谷川幸雄及び取締役岡野光夫との間で、平成 25年８月

13日までに当社普通株式合計 274,000株を借り受ける株式貸借契約を締結しております。 

当該株式貸借契約において、UBS証券株式会社は、同社が借り受ける当社普通株式の利用目

的を割当予定先が第 10回新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の

範囲内でヘッジ目的で行う売付けに限り、これ以外の空売りを行わない旨合意しております。 

 

(6) 割当予定先の実態 

割当予定先である UBS の本店である UBS AGは、その株式をスイス連邦のスイス証券取引所

及び米国のニューヨーク証券取引所に上場しており、スイス連邦の行政機関である連邦金融

市場監督機構（Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)）の監督及び規制

を受けております。また、UBS（USB AG ロンドン支店）は、英国金融サービス機構（Financial 

Services Authority）の監督及び規制を受けております。 

当社は、連邦金融市場監督機構ホームページ、英国金融サービス機構ホームページ、UBS AG

のアニュアルレポート等で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

事実について確認しており、また本資金調達の斡旋を行う UBS 証券株式会社の担当者との面

談によるヒアリング内容を踏まえ、割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力と一切
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関係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。 

 

(7) その他 

当社は、割当予定先である UBS との間で本新株予約権の募集に関する有価証券届出書によ

る届出の効力発生を停止条件として効力を生じる買取契約において、下記の内容について合

意しています。なお、（※）が付いている項目の詳細に関しましては、上記「３．（２）本資

金調達の概要」をご参照ください。 

 

【第 10回新株予約権】 

① 取得条項（※） 

② 行使制限と行使指示（※） 

③ 譲渡制限及び地位譲渡（※） 

 

【第 11回新株予約権】 

① 行使指定（※） 

② 行使停止指定（※） 

③ 制限超過行使の禁止（※） 

④ 取得条項（※） 

⑤ 買戻義務（※） 

⑥ 譲渡制限及び地位譲渡（※） 

⑦ ロックアップ 

当社は、(i)第 11 回新株予約権の割当日から 180 日間が経過した日又は(ii)未行使の第 11

回新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間、割当予定先の事前

の書面による承諾を受けることなく、ロックアップ対象有価証券（以下に定義します。）の発

行（株式分割を含みません。）若しくは処分又はこれらに関する公表を行いません。また、当

社は、当社普通株式の株式分割又は無償割当てを行う場合には、事前に割当予定先と誠実に

協議しなければなりません。 

「ロックアップ対象有価証券」とは、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義

務の付された有価証券（新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式への取得請求権又

は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られません。）をいいますが、かかる普通株式

及び有価証券のうち、(i)当社及び当社の子会社の役員及び従業員に対して発行される新株予

約権並びにこれらの者に対して既に発行され又は今後発行される新株予約権の行使により発

行又は処分されるもの、(ii)単元未満株主が当社に対し売渡請求ができる旨の定款の定めを

行った場合の当該定めに基づく当社の普通株式の売渡しその他日本法上の要請による場合、

(iii)資本提携契約に伴って実施される第三者割当てにより発行又は処分されるもの、並びに

(iv)本第三者割当て及び第 10回新株予約権に関連して発行又は処分されるものは除かれます。 
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８． 大株主及び持株比率 

募集前（平成 25年６月 30日） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.56% 

ファストトラックイニシアティブ 1 号投資事業有限責任組合 4.15% 

大阪証券金融株式会社 3.64% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.14% 

大日本印刷株式会社 2.11% 

オリンパス株式会社 2.10% 

岡野 光夫 1.98% 

長谷川 幸雄 1.95% 

三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 1.05% 

小池 克昌 0.96% 

（注）１．上記の割合は、少数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

２．募集前の大株主及び持株比率は、平成 25 年６月 30 日時点の株主名簿を基準としております。 

３．本新株予約権は、行使されるまでは潜在株式として割当予定先にて保有されます。今後割当予

定先による行使状況及び行使後の株式保有状況に応じて、大株主及び持株比率の状況が変動い

たします。 

４．本新株予約権の行使による交付される普通株式の割当予定先の保有方針は純投資であり、長期

保有が見込まれないことから、募集後の大株主及び持株比率は記載しておりません。 
 

９． 今後の見通し 

現時点では、平成 25 年２月 14日付決算短信における平成 25年 12月期の通期連結業績予想に変更

はありません。 

なお、当社は今回の調達資金を「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資

金の具体的な使途」に記載の使途に充当することが今後の事業拡大及び収益の向上を図るために不可

欠な財務体質の強化につながるものと考えておりますが、今回の調達資金を予定使途に従って活用し

た結果として業績に対する影響が生じた場合には直ちに開示いたします。 

 

（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 

本第三者割当ては、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない

こと（新株予約権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、これらに該当する場合に株式会社東京証券取引所の規則において定め

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。 
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１０．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(1) 最近３年間の業績（連結） 

 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

連 結 売 上 高 66 百万円 86 百万円 75 百万円 

連 結 営 業 利 益 △1,204百万円 △1,418百万円 △846 百万円 

連 結 経 常 利 益 △1,002百万円 △1,358百万円 △842 百万円 

連 結 当 期 純 利 益 △1,009百万円 △1,442百万円 △913 百万円 

１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 △200.94 円 △270.06 円 △161.78 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 － －円 －円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 358.34円 97.55 円 15.22 円 

 

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25年８月 13日現在） 

 株式数 発行済株式総数に対する比率 

発行済株式数 6,987,296株 100％ 

潜在株式数 309,173株 4.4％ 

 

(3) 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況  

 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

始  値 1,400 円 955円 735円 

高  値 1,548 円 2,190 円 1,115 円 

安  値 678円 693円 498円 

終  値 921円 730円 661円 

（注）１．平成 22 年 12月期の初値は、新規上場日の始値です。 

  

② 最近６ヶ月の状況 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

始  値 960円 1,150 円 1,530 円 3,150 円 2,930 円 2,070 円 

高  値 1,099 円 2,013 円 2,869 円 4,475 円 3,580 円 2,977 円 

安  値 778円 1,150 円 1,250 円 2,500 円 1,560 円 2,070 円 

終  値 1,050 円 1,605 円 2,869 円 3,045 円 2,160 円 2,542 円 

  

③ 発行決議日前営業日株価 

 平成 25年８月 12日 

始  値 2,050 円 

高  値 2,245 円 

安  値 2,020 円 

終  値 2,081 円 
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(4) 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当による第４回乃至第８回新株予約権 

割当日 平成 23年 10月４日 

資金調達の額 985,742,000 円（差引手取概算額） 

発行価額 新株予約権１個につき 173,600円 

募集時における発行株式数 5,325,000株 

当該募集による潜在株式数 746,100株（当初行使価額における潜在株式数） 

割当先 野村證券株式会社に対する第三者割当方式 

現時点における行使状況 

行使済株式数 414,174株 （残存新株予約権数 13個） 

（注）当該新株予約権は、平成 24 年 12 月 27 日に残存する新株予約

権の全部（13個）を取得し、消却しております。 

発行時における当初の資金使

途・支出予定時期 

上記差引手取概算額 985,742,000 円については、平成 23年 12月期に

おける細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業の研究開発資

金に 30,000,000 円、平成 23 年 12 月期における欧米を中心とした細

胞シート再生医療事業の立上げ及び当社グループ事業の世界展開体

制構築へ向けた必要な人材の採用・育成などに必要となる運転資金に

170,000,000 円、平成 24 年 12 月期における細胞シート再生医療事業

及び再生医療支援事業の研究開発資金に 70,000,000円、平成 24年 12

月期における欧米を中心とした細胞シート再生医療事業の立上げ及

び当社グループ事業の世界展開体制構築へ向けた必要な人材の採

用・育成などに必要となる運転資金に 400,000,000 円、平成 25 年 12

月期の細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業における研究

開発資金に 70,000,000 円、残額を平成 25 年 12 月期における欧米を

中心とした細胞シート再生医療事業の立上げ及び当社グループ事業

の世界展開体制構築へ向けた必要な人材の採用・育成などに必要とな

る運転資金に充当します。 

現時点における充当状況 

当該新株予約権の権利行使に係る資金調達額は 350,000,000 円であ

り、平成 23年 12月期及び平成 24年 12月期における細胞シート再生

医療事業及び再生医療支援事業の研究開発資金に 114,000,000円、平

成 23年 12月期及び平成 24年 12月期における欧米を中心とした細胞

シート再生医療事業の立上げ及び当社グループ事業の世界展開体制

構築へ向けた必要な人材の採用・育成などに必要となる運転資金に残

額を充当しております。 

 

・第三者割当による新株式発行 

割当日 平成 24年 12月 27 日 

資金調達の額 157,600,656 円（差引手取概算額） 

発行価額 １株につき 668 円 

募集時における発行済株式数 5,739,174 株 
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当該募集による発行株式数 254,492株 

募集後における発行済株式数 5,993,666株 

割当先 
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者

割当方式 

発行時における当初の資金使

途・支出予定時期 

上記差引手取概算額 157,600,656 円については、平成 25 年１月から

平成 25 年３月における運転資金に 105,000,000 円、研究開発資金に

残額を充当いたします。 

現時点における充当状況 

当該第三者割当による新株式の発行による資金調達額は 157,600,656

円であり、平成 25 年１月から平成 25 年３月における運転資金に

105,000,000 円、研究開発資金に残額を充当いたしました。 

 

・第三者割当による第９回新株予約権 

割当日 平成 24年 12月 27 日 

資金調達の額 619,037,700 円（差引手取概算額） 

発行価額 新株予約権１個につき 5,300 円 

募集時における発行済株式数 5,993,666株 

当該募集による潜在株式数 973,500株 

募集後における発行済株式数 6,967,166株 

割当先 
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者

割当方式 

現時点における行使状況 行使済株式数 973,500 株（残存新株予約権数 ０個） 

発行時における当初の資金使

途・支出予定時期 

上記差引手取概算額 619,037,700 円については、平成 25 年４月から

平成 26年 11月における運転資金に 375,000,000 円、研究開発資金に

残額を充当いたします。 

現時点における充当状況 

当該新株予約権の権利行使に係る資金調達額は 619,037,700 円であ

り、平成 25年３月から平成 25年７月における運転資金に 121,000,000

円、研究開発資金に 72,000,000円を充当いたしました。 

 

１１．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「株式会社セルシード第 10 回新

株予約権発行要項」並びに「株式会社セルシード第 11回新株予約権発行要項」をご参照下さい。 



（別紙） 

株式会社セルシード 第 10 回新株予約権 

発行要項 
 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社セルシード第 10回新株予約権(以下「本新株予約権」という｡） 

２．申込期間 

 平成 25年９月２日 

３．割当日 

 平成 25年９月２日 

４．払込期日 

 平成 25年９月２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 UBS AG London Branch 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 274,000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 1,000 株とす

る｡）。 

(２)  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数に

ついては、これを切捨てるものとする。 

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 

７．本新株予約権の総数 

 274個 

８．本新株予約権の払込金額の総額 

上記第７項に定める本新株予約権の総数に下記第９項に定める各本新株予約権の払込金額

を乗じた金額とする。 

９．各本新株予約権の払込金額 

平成 25年８月 14日から平成 25年８月 27日までの各取引日において東京証券取引所が発表

する当社普通株式の売買高加重平均価格（以下、「VWAP」という。）の単純平均値（ただし、

売買高加重平均価格が算出されない日は除く。）の 95% から 1円を差し引いた値に 1,000を乗

じた金額（1円未満端数切捨て）とする。 

10．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、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、1円とする。 

11．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 25 年９月３日から平成 26年９月２日までの期間とする。 

12．その他の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。 

13．本新株予約権の取得 

    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、本新株予約権の割

当日の翌営業日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をしたうえで、当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当り、取得日の 10取引日前から取得日前日ま

での 10連続取引日における VWAP の単純平均値（ただし、VWAPが算出されない日は除く。）に

1,000 を乗じた価額（1 円未満端数切捨て）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。  

14．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（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。）とし、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。 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権の行使は、第 11 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、

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行使請求に必要な事項の通知が

行われることにより行われる。 

(２)  本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 19 項に定める払込取扱場所の当社

が指定する口座に振込むものとする。 

 (３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 18 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。 

16．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。 

17．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の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算定し

た結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第９項に定められた金額とした。 

18．行使請求受付場所 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 
19．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 新宿通支店 
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。 

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．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最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 

 



 

株式会社セルシード 第 11 回新株予約権 

発行要項 
 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社セルシード第 11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 25年９月２日 

３．割 当 日 

 平成 25年９月２日 

４．払 込 期 日 

 平成 25年９月２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 UBS AG London Branch 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 1,400,000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 1,000 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 12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ものとする。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。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 12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、当該調整事由にかかる第 12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、第 12 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 

 1,400個 

８．各本新株予約権の払込金額の総額 

 金 17,500,000円 

９．各本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権１個当たりの払込金額 12,500円 

10．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、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、割当日における東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値(但し、割当日における東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値が 1,152 円を下回る場合には、1,152 円とし、以下、「当初行

使価額」という。)とする。但し、行使価額は第 12 項の規定に従って調整されるものとす

る。 

11．行使価額の修正 

当社は平成 25年９月３日以降、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことがで

きる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に

通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、第 17 項第（３）号

に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の前日まで（当



 

日を含む。）の３連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の単純平均

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に修正される。但し、修正日に

かかる修正後の行使価額が当初行使価額（以下「下限行使価額」といい、第 12 項の規定を準

用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 

12．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。 

      新 発 行 ・ 

処分株式数 
× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既発行

株式数 
＋ 

1株当たりの時 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最終日とし、

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。 

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

をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

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（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。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、

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)  上記第（２）号の規定にかかわらず、上記第（２）号に基づく調整後の行使価額を初め

て適用する日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うもの

とする｡ 

(７) 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、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。 

13．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 25年９月３日から平成 27年９月２日までの期間とする。 

14．その他の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。 

15．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、本新株予約権の割

当日の翌営業日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って通知をしたうえで、当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当り金 12,500 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を行う場合は、会社法第 273条及び第 274条

の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当り

12,500 円の価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部を取得する。 

16．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（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。）とし、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．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権の行使は、第 13 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、

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 20 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が

行われることにより行われる。 

(２)  本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 21 項に定める払込取扱場所の当社

が指定する口座に振込むものとする。 

 (３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 20 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。 

18．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。 

19．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の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算定し

た結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 12,500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項記載のとおりとし、当初行使価額は、割当日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額（但し、割当日に

おける東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 1,152円を下回る場合には、

1,152円とする。）とした。 

20．行使請求受付場所 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 
21．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 新宿通支店 
22．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。 

23．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

24．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最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 
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