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自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権 

（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ 

 

 当社は、2020年１月７日付の取締役会において、自己株式を活用した第三者割当による第７回

新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせします。 

記 

１． 募集の概要 

（１） 割当日 2020年１月30日 

（２） 新株予約権の総数 6,000個 

（３） 新株予約権の 

発行価額 

総額9,576,000円（本新株予約権１個当たり金1,596円） 

ただし、下記（注）２に記載の本株式分割の公表に伴う株価への影響

に鑑み、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点

から、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予

約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める

2020年１月14日又は2020年１月15日のいずれかの日（以下「条件

決定日」といいます。）において、上記発行価額の決定に際して用い

られた方法（下記「５．発行条件等の合理性 （１）発行条件が合理的

であると判断した根拠及びその具体的内容」をご参照ください。）と

同様の方法で算定された結果が上記の金額を上回る場合には、条件決

定日における算定結果に基づき決定される金額とします。 

発行価額の総額は、本新株予約権１個当たりの発行価額に、本新株予

約権の総数6,000個を乗じた金額となります。 
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（４） 当該発行による 

潜在株式数 

潜在株式数：600,000株（新株予約権１個につき100株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は条件決定日に決定します（下限行使価額の決定方法に

ついては、下記「※本新株予約権の下限行使価額の決定方法」をご参

照ください。）が、下限行使価額においても、潜在株式数は 600,000

株です。 

（５） 資金調達の額 2,130,576,000円（差引手取概算額）（注） 

（６） 行使価額及び 

その修正条件 

当初の行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引

所（以下「東証」といいます。）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、その直前の終値とし、以下「東証

終値」といいます。）と発行決議日の直前取引日の東証終値（3,555

円）のいずれか高い方の金額とします。 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の

東証終値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を切り上げます。）に修正されます。但し、修正後の行使価

額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正

後の行使価額とします。 

（７） 募集又は割当方法 

（割当予定先） 

みずほ証券株式会社（以下「割当予定先」といいます。）に対する第

三者割当方式 

（８） その他 当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効

力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当契

約」といいます。）を締結する予定です。本割当契約において、①割

当予定先は、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該

行使許可に示された 60取引日を超えない特定の期間において、当該

行使許可に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる

こと、及び②割当予定先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権

を第三者に譲渡することができないこと等が定められています。 

本割当契約の詳細については、下記「２.募集の目的及び理由 （２）

資金調達方法の概要」をご参照ください。 

（注）１．資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額

を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の発行価額の総額は、発行決議日の直前取

引日における東証終値等の数値を前提として算定した見込額です。また、本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値を

本新株予約権の当初の行使価額であると仮定して、全ての本新株予約権が当初の行使価
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額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、本新株予約権の最終的な発行価額及び当

初の行使価額は条件決定日に決定され、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増

加する可能性があります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変

動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の

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。 

２．当社は、当社普通株式の投資単位当たりの金額の引き下げによる投資家層の拡大と市場

流動性の向上を目的として、2020年１月７日付の当社取締役会において、2020年１月31

日を基準日、2020年２月１日を効力発生日として、当社普通株式につき、１株につき２株

の割合をもって分割することを決議しております（以下「本株式分割」といいます。詳細

は当社の2020年１月７日付「株式分割及び定款の一部変更のお知らせ」をご参照くださ

い。）。本株式分割に伴い、本新株予約権の目的である株式の数は、別紙発行要項第８項

に定める割当株式数の調整の規定により、本株式分割の割合に応じ調整されます。また、

本株式分割に伴い、当初行使価額及び下限行使価額は、別紙発行要項第11項に定める行

使価額の調整の規定により、それぞれ本株式分割の割合に応じ調整されます。 

 

※ 本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨 

本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達にお

いては、通常、発行決議日に、全ての条件を決定します。 

しかし、今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議に係る公表と同時に、本株

式分割を公表しています。本株式分割の公表の市場における受け止め方いかんによっては、

本日（発行決議日）以降の当社の株価に影響があり得ますところ、当社としては、既存株主

の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、仮に本株式分割の公表を踏まえた

株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定

することは、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離を発

生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、株価の上昇を反映した上で本新株

予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えています。そこで、本日（発行

決議日）から本株式分割の公表に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した

日を条件決定日として設定しています。なお、本新株予約権の発行価額は、発行決議日時点

の本新株予約権の価値と条件決定日時点の本新株予約権の価値のいずれか高い方を基準とし

て決定されるため、本新株予約権の発行価額について、当社にとって不利益となる変更はあ

りません。 

 

※ 本新株予約権の発行価額の決定方法 

下記「５．発行条件等の合理性 （１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具
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体的内容」に記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を依頼

し、当該価値算定結果に基づき決定されます。本日（発行決議日）の発行決議に際して発行

決議日の直前取引日の東証終値等を前提としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新

株予約権１個につき金1,596円という金額です。 

しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日（発行決議日）以降の株価の値動きが

反映されておりません。そこで、条件決定日時点において、下記「５．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容」に記載されている方法

と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、本日（発行決議日）以降の株価の

上昇等を理由として、本新株予約権１個につき金 1,596円を上回ることとなる場合には、か

かる再算定結果に基づき決定される金額を、本新株予約権の発行価額といたします。他方、

本日（発行決議日）以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が本新株予

約権１個につき金 1,596円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予

約権の発行価額は本新株予約権１個につき金 1,596円のままで据え置かれます。すなわち、

既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇し

ていた場合には、発行価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落してい

た場合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権１個当

たりの発行価額が、発行決議日時点の算定結果に基づく金 1,596円を下回って決定されるこ

とはありません。 

 

※ 本新株予約権の下限行使価額の決定方法 

本新株予約権の下限行使価額は、(a)条件決定日の直前取引日の東証終値の 70％に相当す

る金額の１円未満の端数を切り上げた金額、又は(b)2019年６月26日に決議した自己株式の

公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。詳細は当社の 2019年６月 26日付「自己株

式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」をご参照ください。）の取得価額で

ある 3,050円のいずれか高い額とします。これは、本日同時に公表された本株式分割を受け

株価が大きく上昇した場合には、既存株主の利益に配慮し、下限行使価額を条件決定時点の

株価に連動させるものです。いずれにしましても、下限行使価額は、本公開買付けの取得価

額である3,050円を下回らないように設計されています。 
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２． 募集の目的及び理由 

（１）資金調達の目的 

当社の企業グループ（当社及び当社の関係会社をいい、以下「当社企業グループ」といいま

す。）は、当社、子会社11社及び関連会社３社の計15社で構成されており、中核技術となる

「アプリケーション開発技術」「ITインフラシステム構築技術」「組込み技術」に、先端技術

（AI等）を加えた多様な技術領域を軸として、ITソリューションを提供しております。 

当社企業グループの事業を取り巻く環境は、企業の循環的な業績改善や「攻めの IT経営」

を背景とした IT投資の活発化に加え、デジタル技術を活用したビジネスモデルの革新を推進

する「デジタル変革」が生み出すシステム開発の需要に支えられていると当社は考えておりま

す。 

また、企業の競争力と成長力を強化するための「第４次産業革命（AIやビッグデータ、IoT、

クラウドなどテクノロジー分野における技術革新）」や「働き方改革」「労働力不足」に対す

る取組みは、「デジタル変革」の潮流を背景に、ソフトウェア開発、システム開発の更なる需

要を喚起し、これまでのコア技術（アプリケーション開発技術、ITインフラ構築技術、組込み

技術）に先端技術（AI、ロボティクス、IoT等）を加えた幅広い事業領域を有する当社企業グ

ループにとって、優位性を発揮できる機会となると当社は考えております。 

IT投資の見通しは、企業規模や業種、業態によって濃淡があるものの、クラウドやAI等の

技術を利用した製品・サービスの導入を通じて事業の変革を図り、価値創出や競争優位を確立

するトレンドに大きな変化はないことから、当社企業グループの提供するサービスに対する需

要は、引き続き増加する見込みであると当社は考えております。 

このような事業環境に鑑み、当社企業グループは「Lead the Digital Transformation（「ク

レスコグループ」はデジタル変革をリードします）」をスローガンとして掲げ、「トップレベ

ルの開発技術・開発品質への挑戦」「人材育成モデル企業としての挑戦」「クレスコグループ

のシナジーで、新規マーケット／グローバルを開拓」といったテーマに注目して、５ヶ年の経

営ビジョン「CRESCO Ambition 2020」を2016年４月に制定し、スローガンの実現、連続増収

増益の達成、重点施策の具現化、企業価値の向上を目指してまいりました。以上の結果、2019

年度第２四半期連結累計期間の業績は、売上高192億18百万円（前年同期比12.8％増）、営

業利益17億26百万円（前年同期比22.8％増）、経常利益18億96百万円（前年同期比10.2％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益11億39百万円（前年同期比5.8％増）と増収増益

となっております。2019年度は、引き続き「CRESCO Ambition 2020」に沿って、質的及び量的

成長の追求、Ｍ＆Ａによる成長戦略を通じた企業価値向上を目指しております。中でも、Ｍ＆

Ａ及び資本・業務提携を成長戦略の重点施策と位置付け、グループ体制の強化（技術の拡充、

人材の獲得、顧客層の拡大）を進めております。適切なＭ＆Ａ及び資本・業務提携への積極的

な投資は、当社企業グループが持続的な成長を遂げるための重要なポイントとなります。 

また、Ｍ＆Ａの案件は、常時、複数件検討しており、昨今は、新規のＭ＆Ａの案件発掘から



ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又

はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

 

6 

クロージングまでの期間が、短期化の傾向にあります。そのため、資本調達のタイミングが合

わない場合、機会損失が生じる可能性もあります。このような状況を踏まえ、今後の先端技術

の獲得や新たな事業領域の拡大につながるＭ＆Ａ及び資本・業務提携の推進、開発体制の強化、

研究開発の充実等を進めるため、当社取締役会は慎重に必要性と合理性の双方の観点から審議

を行った結果、本新株予約権の発行による資金調達を行うことを決定しました。 

今回の資金調達を通じて上記の投資資金を確保することで、顧客の成長に寄与するサービ

ス・ソリューションの充実を加速させ、当社企業グループ全体の企業価値及び株主価値の向上

に努めてまいります。 

今回の資金調達においては、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式には

全て、当社が過去に資本効率の向上及び今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

遂行を図る目的として取得した自己株式が充当される予定です。当社は、2019年６月26日付

「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」及び2019年７月26日付「自

己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ」のとおり、自己株式600,000株を

取得したところでありますが、自己株式を取得した時点で今回の資金調達の計画があったわけ

ではなく、取得した自己株式の利用を検討していく中で、かかる充当を決定しております。 

 

（注）１ アプリケーション開発技術とは、各企業の業務効率化や、様々なサービスを形にする業

務システムのアプリケーションソフトを開発する技術であります。当社企業グループは、

金融、公共、流通・小売、医療、製造、サービス、運輸等の業界向けにユーザーが直接

活用するシステム（アプリケーション）のコンサルテーション、設計、開発、テスト、

サービスイン後の保守運用までを一貫して手掛けております。 

２ ITインフラシステム開発技術とは、ITシステムの基盤であり、システム環境を下支え

するサーバやネットワーク、ミドルウェアなど、システムを動かすために不可欠なITイ

ンフラ及びデータベース等を構築する技術であります。当社企業グループは、企画、設

計、構築、テスト、サービスインまで手掛けております。 

３ 組込み技術とは、スマートフォン、車載インバネ、デジタル情報家電（TV,DVDプレーヤ

ー、デジカメ）など電子制御を必要とする製品に搭載されているソフトウェアを開発す

る技術のことであります。 

４ 先端技術とは、AIやスマートデバイス、近距離無線通信技術、IoT、AWS等のクラウド技

術、スマートロボットのことを指しております。 

 

（２）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、行使期間を約２年間とする本新株予約権を、第三者割当の方法によって

当社が割当予定先に対して割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資

金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。また、本新株予約権には、当社が本
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新株予約権の行使を許可した場合に限り、割当予定先は本新株予約権を行使できる旨が定めら

れた行使許可条項（下記＜行使許可条項＞をご参照ください。）が付与されており、当社の事

業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を総合的に勘案し、当社の裁量により割当予定先に対

して行使許可を行うかどうかを判断することができる仕組みとなっております。  

なお、当社が割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に締結す

る本割当契約には、下記の内容が含まれます。 

 

＜行使許可条項＞ 

１） 割当予定先は、本割当契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る

許可申請書を提出し、これに対し当社が書面（以下「行使許可書」といいま

す。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示され

た最長60取引日の期間（以下「行使許可期間」といいます。）に、行使許可

書に示された数量の範囲内でのみ、本新株予約権を行使できます。また、割当

予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時

点で、それ以前になされた行使許可に基づき割当予定先が本新株予約権の行

使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできませ

ん。 

２） 当社は、行使許可を行った後、行使許可期間中に当該行使許可を取り消す旨

を割当予定先に通知することができ、この場合、通知の翌々取引日から、割当

予定先は当該行使許可に基づく本新株予約権の行使ができなくなります。 

３） 当社は、行使許可を行った場合又は行使許可を取り消した場合には、その旨

をプレスリリースにて開示いたします。 

 

＜譲渡制限条項＞ 

割当予定先は、本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以

外の第三者に対して譲渡を行うことはできません。 

 

なお、本新株予約権には、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権の全部を、

発行価額と同額にて取得することができる旨の取得条項及び、当社が本新株予約権の行使

期間の末日（2022年１月31日）に、当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価額

と同額にて取得する旨の取得条項が付されております。当該取得条項については、本プレス

リリース添付の本新株予約権の発行要項第14項第(1)号及び第(2)号をご参照ください。 

 

（３）資金調達方法の選択理由 

様々なエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、
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当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかと共に、既存株主

の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組み

が備わっているかどうかも重視いたしました。また、資本政策の変更が必要となった場合の

柔軟性が確保されていること等も手法選択の判断材料といたしました。 

その結果、以下に記載した＜本資金調達方法の特徴＞、＜本資金調達方法のデメリット＞

及び＜他の資金調達方法との比較＞を踏まえ、当社は、本新株予約権による資金調達が、当社

のニーズを充足し得る現時点における最良の選択であると判断いたしました。 

 

＜本資金調達方法の特徴＞ 

１） 当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な設計となっておりま

す。 

 ・当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コ

ントロールすることができるため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び

市場環境等を勘案しつつ、臨機応変な資金調達を図ることが可能となりま

す。 

２） 過度な希薄化への配慮がなされております。 

 ・発行後の当社株価動向にかかわらず、本新株予約権の行使による最大増加

株式数が固定されていることから、行使価額の下方修正がなされた場合に

は潜在株式数が増加する転換社債型新株予約権付社債（一般的な MSCB）と

は異なり、株式価値の希薄化が限定されております。なお、本新株予約権の

行使の結果交付されることとなる当社株式には全て当社が保有する自己株

式が充当される予定です。 

３） 株価への影響の軽減が期待されます。 

 ・本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直

前取引日の東証終値を基準として修正される仕組みとなっておりますが、

修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、

株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価

低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように

配慮した設計となっております。 

４） 資本政策の柔軟性が確保されております。 

 ・資本政策の変更が必要となった場合、発行期間中を通じて、当社の判断によ

り残存する本新株予約権の全部を取得することができることから、資本政

策の柔軟性を確保することができます。 

 

なお、本新株予約権には下記のデメリットが存在しますが、上記の特徴は、当社にとって下
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記のデメリットを上回る優位性があるものと考えております。 

 

＜本資金調達方法のデメリット＞ 

１） 市場環境に応じて、本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必要とな

ります。また、当社の株式の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間

がかかる可能性があります。 

２） 株価の下落局面においては、本新株予約権の行使価額が下方修正されること

により、調達額が当初予定額を下回る可能性があります。また、株価水準によ

っては行使が行われず資金調達が進まない可能性があります。 

３） 行使許可期間中における本新株予約権の行使は割当予定先の裁量によること

から、割当予定先が行使をしない限り資金調達ができない仕組みとなってお

ります。 

 

また、当社は、本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達手法との比

較検討も行い、その結果、本新株予約権が現時点において当社にとって最良の選択であると

判断いたしました。 

 

＜他の資金調達方法との比較＞ 

１） 公募増資等により一度に全株を発行する場合においては、一時に全額の資金

調達を実現可能な反面、１株当たりの利益の希薄化もその全額につき一時に

発生するため、株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。 

２） 株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存

投資家の参加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた調達が

不確定であるため、今回の資金調達方法として適切でないものと考えており

ます。 

３） 株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆ

る MSCB）の発行条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換

により交付される株数が行使価額に応じて変動するという構造上、転換の完

了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正が

なされた場合には潜在株式数が増加するために、株価への影響が想定以上に

大きくなるおそれがあり、今回の資金調達方法として適切でないものと考え

ております。 

４） 行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時に行使価額が上

方修正されないため調達額の増加メリットを当社が享受できず、一方で行使

価額の下方修正がなされないことから株価下落時における行使の柔軟性に欠
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け資金調達が困難となりやすいデメリットを持ちますので、当社のニーズに

適した資金調達方法ではないものと考えております。 

５） 銀行借入による資金調達は、調達金額が全額負債となるため財務健全性の低

下につながり、今回の資金調達方法として適切でないものと考えております。 

 

３． 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 

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） 

2,142,576,000 12,000,000 2,130,576,000 

（注）１ 払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額（9,576,000円）に、当初行使

価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額

（2,133,000,000円）を合算した金額であります。 

２ 本新株予約権の発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日における東証終値等

の数値を前提として算定した見込額です。また、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値を本新株予約

権の当初の行使価額であると仮定して、全ての本新株予約権が当初の行使価額で

行使されたと仮定した場合の金額ですが、本新株予約権の最終的な発行価額及び

本新株予約権の当初の行使価額は条件決定日に決定されます。 

３ 行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。

また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行

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、調達する資

金の額は減少します。 

４ 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事

務費用（有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等）の

合計額であります。 

５ 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）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に関わる費用 1,400 2020年２月～2021年５月 

② 人材の獲得及び事業体制の強化に関わる

費用 
400 2020年２月～2021年５月 

③ 研究開発費 330 2020年２月～2021年５月 

合計 2,130 － 
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（注）１ 本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変

動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予

約権の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、調達する資金の額は減少します。本新株予約権の行使状況により想定どおり

の資金調達ができなかった場合には、手元資金及び銀行からの借入金により充当

する予定であります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記

の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、①に充当

する予定であります。 

２ 当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画であ

りますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管

理を図る予定であります。 

３ 上記具体的な使途①から③は、資金使途としての優先順位に従って記載しており

ます。上記支出予定時期に、①のＭ＆Ａ及び資本・業務提携の機会が予想よりも

多く発生した場合には、②乃至③に充当すべき金額を①に充当する可能性があり

ます。逆に、①のＭ＆Ａ及び資本・業務提携の機会が十分に生じない場合には、

一部を②乃至③に充当することもありますが、原則として、引き続き新たな案件

の探索、検討を行い、上記支出予定時期以降においても、Ｍ＆Ａ及び資本・業務

提携に関わる費用として使用する考えであります。 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金

使途についての詳細は以下のとおりです。 

 

＜① Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に関わる費用について＞ 

当社企業グループの事業拡大、競争力の強化並びに新規事業の立ち上げ等に関わるＭ

＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用、又はＭ＆Ａ及び資本・業務提携後に必要なシステ

ム開発に関わる費用です。 

当社企業グループは経営方針の一つに「Ｍ＆Ａによる成長スピードの拡大」を掲げて

おり、2011年以降、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携を成長戦略の重点施策と位置付け、グル

ープ体制の強化（技術の拡充、人材の獲得、顧客層の拡大）を進めております。今後の事

業拡大においても、適切なＭ＆Ａ及び資本・業務提携への積極的な投資は、当社企業グ

ループが持続的な成長を遂げるための重要なポイントとなります。 

当社企業グループは、アプリケーション開発技術、IT基盤システム構築技術、組込み

技術の３つの領域にわたるコア技術をビジネスの主軸にしながら、企業のIT戦略立案か

ら開発、運用・保守まで幅広いニーズにお応えしております。そうした中で、当社企業グ

ループにおける企業価値の更なる向上に資する新たな事業領域への展開等を目的とした
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Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携を成長戦略の重点施策として位置づけ、過去３期の間に、株

式会社エヌシステム、株式会社ネクサス、アルス株式会社の株式取得を実施してまいり

ました。当社企業グループは、今後も既存サービスの強化、海外展開、サービス領域の拡

大、及び新技術の獲得による提供サービスのさらなる高付加価値を見込むことのできる

Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携について、積極的に検討してまいります。 

主なＭ＆Ａ及び資本・業務提携の対象先の選定にあたっては、既存事業周辺領域及び

新規事業領域、それぞれにおいて、下記（ア）から（キ）を想定しております。これらの

うち、いずれか又は複数、あるいは全てに係るＭ＆Ａ及び資本・業務提携に充当するケ

ースが考えられますが、優先順位を含め、具体的な案件は現時点では未定です。今回の

資金調達においては、対象会社の従業員が 100名超規模の案件（過去の案件情報に基づ

き、取得資金額14億円超を想定）の獲得を想定しております。当社は、これまでのＭ＆

Ａ及び資本・業務提携の相手先の探索・検討の過程の中で、実際に交渉が開始されてか

ら資金調達を検討した場合、貴重な買収候補先・資本提携先を喪失し、また、資金調達の

可否が不透明な状況で交渉することは条件面での譲歩が必要となる可能性があると認識

しております。それゆえ、市場環境が比較的良好であり、かつ自己株式を多く保有して

いる現時点で、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に充当するための追加の資金を調達すべきで

あると判断いたしました。 

 

（ア） IoT分野のプラットフォーム・サービスの開発 

（イ） AIを含む先端技術分野における技術・サービス 

（ウ） ビジネス系及び組込み型ソフトウェア開発 

（エ） クラウドソリューションプラットフォーム技術・サービスの開発 

（オ） ニアショア及びオフショア開発 

（カ） 各地域における中核開発拠点 

（キ） その他、新事業分野 

 

＜② 人材の獲得及び事業体制の強化に関わる費用について＞ 

当社企業グループの主たる事業は労働集約型のビジネスであり、「人」への依存度が

非常に高くなっております。主たる費用は、以下のとおりです。 

（ア） 人材の獲得・育成に関わる費用 

 従業員の採用活動（新卒・経験者採用） 

 人材の維持・確保に関する施策の実施 

 技術研修やマネジメント教育等の実施 

（イ） 事業体制の強化、ITによる効率化、デジタルワークスタイル変革に関わる費

用 
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 協力会社（ビジネスパートナー）の確保 

 海外開発拠点の開拓等オフショア体制の強化 

 顧客に近接する地域における拠点（営業拠点・開発拠点）の開設、拡大 

 社内システム・インフラの整備、情報セキュリティ対策の強化 

 効率化を高めるイノベーション施策及びデジタル変革の推進 

 

＜③ 研究開発費について＞ 

ITの進展は日進月歩であり、当社企業グループの持続的な成長には、顧客ニーズ及び

マーケットのトレンドを踏まえ、将来を見据えた先端技術をいち早く取り込むことが重

要です。主たる費用は、以下のとおりです。 

（ア） AI、クラウド、IoT、ビッグデータ等の先端技術の習得に関わる費用 

（イ） 先端技術を利活用した試作品の設計、製作、実証実験等に関わる費用 

（ウ） 新たな製品・サービスに関する調査・探求に関わる費用 

（エ） 新たな製品・サービスの開発に関わる費用 

（オ） 特許等、知的財産戦略に関わる費用 

 

４． 資金使途の合理性に関する考え方 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．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で、当社企業グループ

の更なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化及び自己

資本の充実を実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、株主価値の向上に資するもので

あると考えていることから、かかる資金使途は合理的なものであると考えております。 

 

５． 発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議と同時に本株式分割が決議されており

ます。当社は、本株式分割の公表に伴う株価への影響の織込みのため、本日（発行決議日）時

点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い

方の金額を踏まえて本新株予約権の発行価額を決定する予定です。 

上記に従って、当社は、本日（発行決議日）時点の本新株予約権の価値を算定するため、本

新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生

をもって締結予定の本割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第

三者評価機関である株式会社赤坂国際会計（代表者：黒崎 知岳、住所：東京都港区元赤坂一

丁目１番８号）（以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。赤坂国際会計は、本

新株予約権の発行要項等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
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カルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当

社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コスト

を考慮した一定の前提（当社の資金調達需要が権利行使期間にわたって一様に分散的に発生す

ること、資金調達需要が発生している場合には割当予定先からの行使許可申請に対して当社が

これに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続す

ることにより割当予定先の権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得られた

場合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社

からの通知による取得が実施されないこと等を含みます。）を置き、本新株予約権の評価を実

施しています。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ（モンテカルロ・シミュ

レーションの計算結果から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権１個につき

1,583円から1,596円）を参考に、当該評価額レンジの範囲内で、割当予定先との間での協議

を経て、本日（発行決議日）時点の本新株予約権の１個の発行価額を 1,596円としています。

なお、当社及び当社監査等委員会による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件

決定日において本新株予約権の発行価額を最終的に決定する際に行いますが（判断結果につい

ては別途開示いたします。）、当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算

定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評

価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正

価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、

当該評価額レンジの範囲内で決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的である

と判断しました。 

また、当社監査等委員会より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、上記の決定方

法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという取締役の判断は適法である旨の意見が

なされています。 

 

（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 

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数の総数は最大 600,000株（議決権

6,000個相当）であり、2019年９月30日現在の当社発行済株式総数12,000,000株に対して最

大5.00％（2019年９月30日現在の当社総議決権数103,133個に対して最大5.82％）の希薄化

が生じるものと認識しております。 

しかしながら、当該資金調達により、上記「３．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で、当社企業グループの更

なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化及び自己資

本の充実を実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、株主価値の向上に資するもので

あると考えていることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであ
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ると考えております。 

また、i）本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数の総数最大 600,000株に対し、

当社普通株式の過去６ヶ月間における１日当たり平均出来高は 23,243株であり、一定の流動

性を有していること、かつii）当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能で

あることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規

模ではないものと考えております。 

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 

 

６． 割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名称 みずほ証券株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 飯田 浩一 

（４） 事業内容 金融商品取引業 

（５） 資本金 125,167百万円 

（６） 設立年月日 1917年７月16日 

（７） 発行済株式数 2,015,102,652株 

（８） 決算期 ３月31日 

（９） 従業員数 8,539名（2019年３月31日現在） 

（10） 主要取引先 投資家及び発行体 

（11） 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 

（12） 大株主及び持株比率 株式会社みずほフィナンシャルグループ95.80％ 

農林中央金庫4.20％ 

（13） 当事会社間の関係 

資 本 関 係 割当予定先が保有している当社の株式の数：０株 

（2019年９月30日現在） 

当社が保有している割当予定先の株式の数：なし 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態    

決算期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

連結純資産 898,611百万円 910,839百万円 894,460百万円 

連結総資産 13,403,230百万円 15,158,567百万円 15,642,380百万円 
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１株当たり連結純資産 441.08円 448.52円 441.08円 

連結営業収益 425,710百万円 381,474百万円 381,531百万円 

連結営業利益 74,991百万円 42,620百万円 21,217百万円 

連結経常利益 75,803百万円 43,260百万円 22,754百万円 

親会社株主に帰属する 

連結当期純利益 
188,597百万円 35,751百万円 4,377百万円 

１株当たり連結当期純利益 93.59円 17.74円 2.17円 

 （注）割当予定先であるみずほ証券株式会社は東京証券取引所の取引参加者であることから、東京

証券取引所に対して反社会的勢力に該当しないことに関する確認書は提出しておりません。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由 （３）資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、

今回の資金調達における手法の選択に際して、１）上記「２．募集の目的及び理由 （１）資

金調達の目的」に記載の調達目的を達成するために適した手法であること、２）株価への影響

にも十分に配慮した仕組みとなっていることを重視した上で、多様な資金調達手法の比較検討

を進めて参りました。 

そのような状況の中、割当予定先より提案があった本新株予約権のスキームは、当社のニー

ズを充足し得る内容であったことに加え、同社が①従前より当社に対して資本政策を始めとす

る様々な提案及び議論を行っており、当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、②国

内の大手証券会社の一つであり、国内外に厚い投資家基盤を有しており、本新株予約権の行使

により交付される当社普通株式の株式市場等における円滑な売却が期待されること、③総合証

券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に判断した上で、同社を

割当予定先として選定することといたしました。 

なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である割当予定先による買受けを予定するもの

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あります。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

本新株予約権の割当予定先であるみずほ証券株式会社は、本割当契約上、本新株予約権を第

三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を得る必要があります。 

なお、割当予定先は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を長

期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売

却していく方針であることを確認しております。 
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（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 

割当予定先であるみずほ証券株式会社からは、本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び

本新株予約権の行使に要する資金は確保されている旨の報告を受けております。また、割当予

定先の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの 2020年３月期第２四半期報告

書（2019年11月28日提出）及び割当予定先の2019年３月期の「業務及び財産の状況に関す

る説明書」（金融商品取引法第46条の４及び第57条の４に基づく説明書類）に含まれる貸借

対照表並びに割当予定先のホームページに掲載されている割当予定先の 2020年３月期第２四

半期決算短信（2019年10月30日発表）に含まれる貸借対照表から、割当予定先及びその親会

社における十分な現金・預金（みずほ証券株式会社：398,377百万円、株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ：43,444,902百万円）の存在を確認したことから、当社としてかかる払込み

及び行使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 

本新株予約権の発行に伴い、有限会社イワサキコーポレーションは、その保有する当社普通

株式の一部について割当予定先であるみずほ証券株式会社への貸株を行う予定です。  

割当予定先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結

果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行

使に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 

 

（６）その他 

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先であるみずほ証券株式会社との

間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本割当契約において、

上記「２．募集の目的及び理由 （２）資金調達方法の概要」に記載の内容以外に下記の内容

について合意する予定であります。 

 

＜割当予定先による行使制限措置＞ 

１）当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434条第１項及び同規程施行規則第 436条

第１項乃至第５項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB

等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数

の10％を超える場合（以下「制限超過行使」といいます。）には、当該10％を超える

部分に係る転換又は行使を制限します（割当予定先が本新株予約権を第三者に転売す

る場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転

売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含みます。）。 

２）割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとな

るような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっ
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ては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかに

ついて確認を行います。 

 

７． 募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2019年９月30日現在） 

有限会社イワサキコーポレーション 18.66％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8.69％ 

浦崎 雅博 5.23％ 

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM 

/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

4.73％ 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

3.51％ 

クレスコ従業員持株会 3.29％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.00％ 

佐藤 和弘 3.00％ 

田島 裕之 2.74％ 

岩崎 俊雄 2.54％ 

(注) １ 今回の本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保

有を約していないため、今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式を反映した「募

集後の大株主及び持株比率」は記載しておりません。 

２ 当社は、自己株式1,657,654株（2019年９月30日現在）を保有していますが、上

記大株主から除外しております。 

 

８． 今後の見通し 

今回の調達資金を、上記「３．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により、当社企業グループの更なる業容の拡大

及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化及び自己資本の充実を実現し、

財務基盤を一層強固なものとすることで、株主価値の向上に資すると考えております。また、今

回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。 
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９． 企業行動規範上の手続き 

本新株予約権の発行は、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（本新株予約権の全てが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、東証の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

又は株主の意思確認手続きは要しません。 

 

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） 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

連 結 売 上 高 30,893百万円 33,328百万円 35,230百万円 

連 結 営 業 利 益 2,707百万円 3,091百万円 3,207百万円 

連 結 経 常 利 益 3,078百万円 3,492百万円 3,658百万円 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る     

連 結 当 期 純 利 益 

2,042百万円 2,202百万円 2,285百万円 

１株当たり連結当期純利益   180.28円 200.25円 208.92円 

１ 株 当 た り 配 当 金 55.00円 72.00円 66.00円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 1,224.66円 1,379.38円 1,475.07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（2019年９月30日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比

率 

発 行 済 株 式 数 12,000,000株 100.00％ 

現 時 点 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

下 限 値 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

上 限 値 の 行 使 価 額 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 
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（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

始値 1,805円 2,742円 3,570円 

高値 2,980円 5,500円 4,045円 

安値 1,579円 2,554円 2,530円 

終値 2,778円 3,560円 3,325円 

  

② 最近６か月間の状況 

 2019年 

８月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

2020年 

１月 

始値 3,850円 3,485円 3,405円 3,465円 3,665円 3,595円 

高値 3,850円 3,695円 3,530円 3,680円 3,685円 3,595円 

安値 3,270円 3,305円 3,140円 3,310円 3,475円 3,530円 

終値 3,515円 3,430円 3,465円 3,630円 3,630円 3,555円 

 （注）2020年１月の株価については、2020年１月６日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2020年１月６日現在 

始値 3,595円 

高値 3,595円 

安値 3,530円 

終値 3,555円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

以 上 
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（別紙） 

 

株式会社クレスコ 

第７回新株予約権 

発 行 要 項 
 

１．本新株予約権の名称 

株式会社クレスコ第７回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．本新株予約権の総数 

6,000個 

３．各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり1,596円とするが、本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日と

して当社取締役会が定める2020年１月14日又は2020年１月15日のいずれかの日（以下「条件

決定日」という。）において、第18項に定める方法と同様の方法で算定された結果が1,596円を

上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 

４．申込期間 

2020年１月30日 

５．割当日 

2020年１月30日 

６．払込期日 

2020年１月30日 

７．募集の方法 

第三者割当ての方法により、みずほ証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。 

８．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600,000株とする（本新株

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

し、下記第(2)号乃至第(5)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) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）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。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式

分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調

整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及

び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第11項第

(2)号、第(5)号及び第(6)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。 

(5) 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

新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）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 11項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日ま

でに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 
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９．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、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際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価

額」という｡）は、当初、発行決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下、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）を「東証終

値」という。）と条件決定日の直前取引日の東証終値のいずれか高い方の金額とする。但し、

行使価額は第10項又は第11項に従い、修正又は調整される。 

10．行使価額の修正 

第16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。）

の直前取引日の東証終値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

切り上げる。）に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限

行使価額（以下に定義する。）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。 

「下限行使価額」は、(a)条件決定日の直前取引日の東証終値の 70％に相当する金額（１円未

満の端数を切り上げる。）又は(b)3,050円のいずれか高い額とする。但し、下限行使価額は、第

11項の規定を準用して調整される。 

11．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 
＋ 

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、

当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡

制限付株式報酬として株式を交付する場合、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（但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株

予約権を割り当てる場合を除く。） 
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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 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、か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、上記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位を切り

上げる。 

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平均

値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位ま

で算出し、小数第１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②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

り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要と

するとき。 

② その他当社の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等の発生により行

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、必要な行使価額及び下

限行使価額の調整を行う。 

(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
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その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その

他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やか

にこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2020年1月31日から2022年1月31日までとする。 

13．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。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込

期日の翌日以降、会社法第 273条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえ

で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約

権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得

した本新株予約権を消却するものとする。 

(2) 当社は、2022年1月31日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者

（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権

を消却するものとする。 

(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移

転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273

条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発

生日前に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保

有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす

る。 

(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは

整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上

場廃止が決定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、

本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新

株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中

に第19項記載の行使請求の受付場所に対して、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

て出資される財産の価額の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口

座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求の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、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17. 新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。 

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

本発行要項及び割当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、当社の株価、当

社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置い

て評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第３項記載のとおりとする。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項記載のとおりとする。 



ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそ

れに類似する行為のために作成されたものではありません。 
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19．行使請求受付場所 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 芝支店 

21．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。 

22．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 

23．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執行役員に一任する。 

 

以  上 

 

 
 

 


